
■司　　会　ＳＡＡ　目黒　恵一

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■本日の欠席者
青木

■他クラブ出席者
五十嵐（北海道 2500E クラブ）　　

■ゲスト
岡田　清七様

滝澤　亮様（元会員）　　

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さん、こんばんは。今日８月 28 日は夜間

移動例会です。そして今日は、今年度から名

誉会員になっていただきました岡田清七さん

や昨年度末で退会された滝澤さんにもご出席

いただきました。

　前会長幹事慰労会、岡田隆さん・岡田清七

さん・滝澤さんの歓送迎会も兼ね、楽しい会

にしたいと思います。よろしくお願いします。

〇地区関係

１）2019-20 年度クラブ基盤管理セミナー
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横浜旭ロータリークラブ

ロータリーは世界をつなぐ
ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD

本日の出席数         24 名

 本日の出席率   　 96％

会員数　 　 　   2 7 名

 修正出席率  　  96.15％

　８月 22 日㈭ 15:00 ～メモワールプラザソシ

ア 21 で開催された「2019-20 年度クラブ基盤

管理セミナー PART Ⅱ（戦略・危機管理・R の

友）」に出席して参りました。セミナーの内容

については、次週の例会で報告させていただ

きます。

〇クラブ関係

１）日本語支援拠点施設

　　「ひまわり」について

　今日の例会前 16:30 に、中区山田町にある

日本語支援拠点施設「ひまわり」へ、国際奉

仕担当副委員長の宋さんと二宮麻理子さんと

佐藤真３人で訪問し、図書の寄贈をして参り

ました。

　今回で３回目の寄贈となり、「千と千尋の神

隠し」ほか 24 冊を担当職員の方にお渡ししま

した。学校は、来週から「プレクラス」が始

まるとの事で、授業風景などを一度参観でき

ればとお話しさせていただきました。

　また、８月７日の例会で卓話をしていただ

きました横浜市教育委員会から御礼のメール

が来ていますのでご紹介させていただきます。

【横浜旭ロータリークラブ　御担当者様】

　いつも大変お世話になっております。横浜



２）第５回旭区誕生 50 周年

　　記念事業実行委員会

　８月 27 日㈫ 14:00 ～旭公会堂講堂にて開催

された「第５回旭区誕生 50 周年記念事業実行

委員会」に出席して参りました。

　当日は、記念事業の実施内容について旭区

担当者から説明があり、当クラブが寄贈する

里山ガーデンのモニュメントについて報告が

ありました。

　９月８日㈰ 12:15 ～お披露目を行うとの告

知もされました。

　また、記念式典・祝賀会について、６月 21

日に開催された「旭区誕生 50 周年記念区政功

労者表彰選考委員会」において、当クラブが

功労者表彰（団体表彰）を受けることが決まっ

たとの報告がありました。

３）次週の案内

　次週９月４日はガバナー補佐訪問、第３回

クラブ協議会です。新年度になり、CLP を採

用して２ヶ月が経ちました。各委員会におか

れましては、慣れない中での活動をお願いし

ていますが、現在の進捗状況や活動を行って

いる中での疑問点、問題点などご意見をいた

だければと思います。各委員長、ご準備のほ

どよろしくお願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

〇横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　９月 17 日㈫休会

日時　９月 24 日㈫休会

■前会長幹事慰労会及び歓送迎会
〇前会長　市川慎二会員
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市教育委員会小中学校企画課の加納です。

　日本語支援拠点施設「ひまわり」への図書

の寄贈につきましては、誠にお世話になりま

した。改めてお礼申し上げます。

　お邪魔させていただいた例会のことが掲載

された会報を本日、郵便で頂戴しました。

　このように取り上げていただき、感謝申し

上げます。外国人児童生徒が抱える課題は益々

複雑になってきておりますが、一方で、どう

いった点に困難があるかなど、複雑であるが

ゆえに伝わりづらい部分があります。そういっ

た中で「ひまわり」にご関心をいただき、例

会で皆様に子どもたちの現状をお話させてい

ただけたことは私たちとしては、大変嬉しく

思っております。

　引き続き、ご協力を賜れましたら幸いです。

　来週また本をお持ちいただけるということ

についても御礼を申し上げます。

　まだまだ暑い日が続いておりますが、どう

ぞご自愛ください。今後とも、どうぞよろし

くお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　 教育委員会事務局

　 小中学校企画課国際担当係長　加納　浩平
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　皆さん今晩は、昨年度は一年間私のつたな

い会長でいろいろとご指導いただきありがと

うございました。無事一年間すんでホッとし

ております。今年度は佐藤真吾会長がしっか

りしていますので、出る幕はないのですが、

これからもどうぞよろしくお願いします。

〇前幹事　安藤公一会員

　昨年一年間幹事をやらさせていただき本当

にありがとうございました。会長は非常に優

秀で、幹事は何もやることはなかったという

ことで、会長が優秀だとこんなに幹事は楽な

んだと、福村さんもさぞかし楽だったのでは、

（私の会長の時の幹事）と思っております。

　終わって僅か２カ月ですが、もう遠い昔に

終わったことのように感じます。今年は 50 周

年の節目の年なので、新しい会長も尚一層頑

張っておられると思います。どうもありがと

うございました。

〇岡田清七名誉会員（退会）

　長い間、横浜旭 RC にお世話になり、勝手に

辞めさせていただきましたこと、４月の末が

丁度機会が良かったもので、これを機会に退

会をさせていただきました。

　代わりに倅の方が入会しましたので、よろ

しくご指導のほどお願いします。ありがとう

ございました。

〇岡田　隆様（入会）

　代わりに入会させて頂きました岡田でござ

います。こうして親父と同席することは中々

ないので、少し緊張しております。父が長い

間お世話になりありがとうございました。

　この恩返しを私がしていきたいと思います

ので、お手柔らかによろしくお願いします。

〇滝澤　　亮様（退会）

〇乾杯　新川　尚会員

　乾杯の前に一言だけお話しさせていただき

たいのですが、今年、私はポリオプラス委員

会の委員長をさせたいただいたおりますので、

その情報を一つ、今まで残り３か国で、ナイ

ジェリアが 20 何日かで、最後の発症から３年

が経ちますので、終了宣言が WHO から近く出

されると思います。

　また、代わりに、パキスタンの方で発症が

４倍位出ています。全体の数としては昨年よ

り増えたことになります。

　ということで、より一層ポリオへの寄付を
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よろしくお願いします。

　岡田さん今まで有難うございました。引続

き名誉会員よろしくお願いします。

　隆さんこれからよろしくお願いします。

　それでは皆様のご健勝を祈念して乾杯をし

たいと思います。多くの一般の方々にお越し

いただけるよう、皆様のご協力をお願い致し

ます。

　

〇動物名前クイズ
　　　　提供　兵藤哲夫会員
　　　　重ね重ね投稿有難うございます！
①スケーター金メダリストサギトワの
　犬の名前は
　　　　　答え . まさる

②西郷隆盛の飼っていた犬の名前は
　　　　　答え . ツン

③野球　イチロウの飼っている犬の名前は
　　　　　答え . イッキュウ

④天皇陛下の犬の名前は
　　　　　答え . ゆり

⑤渋谷駅前にいる犬の名前は
　　　　　答え . ハチ

⑥南極から無事帰還した犬の名前は
　　　　　答え . タロー、ジロー

⑦滝川クリステルの飼っている犬の名前は
　　　　　答え . アリス
　小泉進次郎の犬は
　　　　　答え . ベル

⑧フランダースに出てくる主人公ネロが
　飼っていた犬の名前は
　　　　　答え . パトラッシュ

⑨花咲爺さんの飼っていた犬の名前は
　　　　　答え . しろ

■次週の卓話　
　9/11　社会奉仕フォーラム

   　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正

　＊今週のシルバー川柳　厳選９句

　　恋かなと　思っていたら

　　　　　　　　　　　不整脈

　　

　　歳重ね　くしゃみするのも

　　　　　　　　　　　命がけ

　　カードなし　ケータイなし

　　　　　　　　　　被害なし

　　

　　医者と妻　急にやさしく　

　　　　　　　　　なる不安

　　万歩計　半分以上

　　　　　　　　　　探し物　

　

　　ＬＥＤ　使い切るまで　　　　　　　

　　　　　　　　　無い寿命　

　　忘れえぬ　人はいるけど

　　　　　　　　　無い寿命

　　土地もある　家もあるけど

　　　　　　　　　居場所なし

　　身体より　口が悪いと

　　　　　　　医者が言う

　　「アーンして」　昔ラブラブ

　　　　　　　　　いま介護

　　　　

　  　　　　　　　　兵藤哲夫会員提供


