
■司　　会　副 SAA　市川　慎二

■開会点鐘　会　長  佐藤　真吾

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
宋、福村、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
二宮登、五十嵐、新川 (浦和東 RC)、

新川 (地区 )

■ゲスト
馮　　博君（米山奨学生）

■ 11 月誕生記念祝い

安藤　公一会員　　　　11.4

青木　邦弘会員　　　　11.21
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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　 　22 名

本日の出席率   88％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　96.15％ 

■米山表彰
吉原　則光会員第５回マルチプル

二宮　　登会員第 7回マルチプル　　　　

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。台風の猛威も一段落し、

ようやく過ごしやすい季節となりました。こ

の清々しい秋晴れの中、今日は三週間ぶりの

例会場での例会です。

さて、先月は、2日㈬に開催した公開講座「気

候変動と防災」を皮切りに、20 日㈰の旭ふれ

あい区民まつり、25 日㈮・26 日㈯の地区大会

とイベントが盛りだくさんの月でした。特に、

旭ふれあい区民まつりでは、奉仕プロジェク

ト（社会奉仕）委員会が中心となって、復興

支援米の販売・災害時備蓄品の展示・災害支

援基金への募金などを行い、また、有志で行っ

た甲冑武者行列では、当クラブからの音楽ス

テージ出演者である横浜和太鼓「音や」の協



　　　今野　丁三（昭和 12 年 1 月 26 日生）

　　　関口　友宏（昭和 12 年 12 月 10 日生）

　　　兵藤　哲夫（昭和 14 年 5 月 8 日生）

　　　　　　　*兵藤さん長寿会員最年少

　＜ 30 年以上出席率 100% の会員＞

　　　二宮　　登（49 年）

　　　関口　友宏（44 年）

　＜ロータリー財団表彰（クラブ表彰）＞

・100% ロータリー財団寄付クラブ

・「EVERY ROTARIAN, EVERY YEAR」クラブ

・「END POLIO NOW：　

歴史をつくるカウントダウン」キャンペーン
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力のもと、下田区長にもご参加いただき、と

ても盛り上がったイベントになりました。ご

参加・ご協力いただいた会員そして関係者の

皆様有り難うございました。

〇地区関係

１）地区大会について

　10 月 25 日㈮・26 日㈯に地区大会が開催さ

れました。ご参加いただきました会員の皆様

有り難うございました。ここで、大会二日目

の本会議での個人・クラブへの表彰について、

あらためて紹介させていただき、個人表彰に

ついては、記念品を贈呈させていただきます。

＜長寿会員＞

　　　吉原　則光（昭和 5年 10 月 19 日生）

　　　二宮　　登（昭和 10 年 1 月 7 日生）
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　次に、今年度のガバナー表彰として、「クラ

ブ独自の奉仕活動」への表彰というプログラ

ムがありました。エントリーの基準は、主催

している事、継続的である事、自前の予算で

ある事（地区補助金をもらった事がある事業

は除く）、ロータリーの認知度を上げている事、

一般市民を対象とした取り組みである事など

です。

　当クラブからは、「がんセミナー」と「災害

支援基金」をエントリーした結果、二つとも

表彰対象事業として認められ、感謝状をいた

だきました。

〇クラブ関係

１）役員と理事の選挙の手続き

　10 月 9 日の例会時に、役員と理事への立候

補を希望する方は、2 週間以内に会長まで申

し出るよう伝えましたが、2 週間を経過した

時点で立候補の申し出はありませんでした。

理事候補者指名委員会は、速やかに役員と理

事の選考に入っていただくようお願いします。

２）旭区誕生 50 周年記念表彰について

　10 月 19 日㈯ 10:00 ～旭公会堂で開催され

た旭区誕生 50 周年記念式典に出席して参りま

した。区政功労者団体として表彰を受け、表

彰状をいただきました。また、後日には、里

山ガーデンへの時計塔寄贈に対しても感謝状

をいただきましたので、あわせて披露させて

いただきます。

３）今日の卓話

　今日はロータリー財団フォーラムです。当

クラブのこれまでの各奉仕活動は、そのほと

んどが地区補助金を受けて行われていますが、

補助金の原資となるものが財団への寄付金で

す。今月のロータリー財団月間では、フォー

ラムを始めとして、あらためて財団の事、補

助金の事などについて会員みんなで理解を深

めていきたいと思います。新川委員長よろし

くお願いします。

　そしてもう一つ、今日は岡田隆さんのイニ

シエーションスピーチです。地元二俣川で生

まれ育った先輩の話、とても楽しみにしてい

ます。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

〇横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　11 月 29 日㈮夜間移動例会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

場所　グロッタピッコラ　

　　　旭区二俣川 1-45-18　℡ 045-520-3039

〇新横浜ロータリークラブ

日時　11 月 22 日㈮職場訪問

場所　川崎マリエン見学

日時　12 月 20 日㈮→ 19 日㈭

　　　クリスマス家族例会　

　　　点鐘　午後 6時 30 分

場所　新横浜国際ホテル南館

〇横浜緑ロータリークラブ

日時　11 月 20 日㈬→ 22 日㈮移動例会

場所　田名中学校職業卓話

日時　12 月 18 日㈬夜間移動例会

　　　クリスマス家族会

　　　点鐘　午後６時 30 分
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場所　グランドオリエンタルみなとみらい

〇横浜南ロータリークラブ

日時　11 月 30 日㈯夜間例会

　　　点鐘　午後 6時

〇神奈川東ロータリークラブ

日時　11 月 15 日㈮移動例会、優良職場訪問

日時　11 月 29 日㈮夜間例会

日時　12 月 20 日㈮→ 22 日㈰夜間例会

　　　年忘れ家族会

日時　12 月 27 日㈮休会

日時　１月 31 日㈮→ 27 日㈪夜間例会

　　　神奈川 RC と合同賀詞交歓会

〇神奈川ロータリークラブ

日時　12 月 16 日㈪→ 19 日㈭夜間例会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

　　　クリスマス家族会

日時　１月 27 日㈪夜間例会　　

　　　神奈川東 RC と合同賀詞交歓会

日時　２月 24 日㈪休会

２）2019 年９月台風 15 号千葉県被災地への

義援金について

　10 月 16 日地区へ 30,000 円を送金いたしま

した。

■職場体験報告　　　　　　　　兵藤　哲夫

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①区民まつり、地区大会ご参加

有り難うございました。今月は財団フォーラ

ムです。新川委員長よろしくお願い致します

②岡田さん、イニシエーションスピーチ楽し

みです。

大川　伸一／３週間ぶりの例会です。この間

にいろいろな事がありました。新川さん、財

団フォーラムよろしくお願いします。②岡田

さん、イニシエーションスピーチを楽しみに

しています。

兵藤　哲夫／ロータリーの友編集部の山名愛

さんよりお便りがきました。披露します。想

像するときっと若くて美しく優しい方だと

思っております。

五十嵐　正／私事ですが、横浜美術協会主催

の通称ハマ展に初めて応募し入選しました。

これでやっとスタートラインに立った気分で

す。

柳沢　哲也／久し振りの例会ですね。岡田さ

んスピーチ非常に楽しみにしています。

内田　　敏／岡田さん、イニシエーションス

ピーチ、新川さん、フォーラム宜しくお願い

します。

斉藤　善孝／①新川さん、本日のフォーラム

宜しくお願いします。②岡田さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

青木　邦弘／誕生日プレゼントを頂きまして。

新川　　尚／本日はグローバル補助金につい

てお話させて頂きます。宜しくお願いします。

二宮　　登／①新川さん、財団フォーラムご

苦労様です。②岡田さん、イニシエーション

スピーチ楽しみにしています。③旭区民まつ

りでは、お世話になりました。

目黒　恵一／①岡田会員、イニシエーション

スピーチ宜しくお願いします。②情報集会等

でのご利用いただきまして、いろいろ有り難

うございます。

北澤　正浩／①新川さん R 財団フォーラムよ

ろしくお願いします。②岡田さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

岡田　　隆／スピーチ前で気が重いですが、

外は晴れ晴れ、がんばります。

吉原　則光／本来の秋らしい陽気の中の例会

となりました。新川さん、卓話よろしくお願
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として会長エレクトの期間を有効に使う方策

を考えたらどうだろうか。新会員の入会時の

研修が行われていなかった。本年度の組織改

革で研修リーダーの存在が忘れられたのでは

と思われ、公共イメージ向上委員会で早急に

対応することになろう。親睦の効果を十二分

に挙げ、クラブと会員の在り方にも言及に有

意義な情報集会となったものと、リーダーと

して自画自賛している。

■イニシエーションスピーチ　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　隆

　現役職　株式会社岡田屋代表取締役　

　他グループ内子会社２社の代表兼任

　1963 年 12 月 20 日、　岡田清七の第３子（長

男）として横浜市旭区に生誕

　万騎が原中央商店街の菓子屋の長男として

生まれ、以降万騎が原小学校、万騎が原中学校、

松陽高校、神奈川大学（中退）後、株式会社

岡田屋に入社し、2009 年同代表取締役に就任、

現在に至る

　入社時は親の会社を継ぐという意識はかな

り薄く、自分の好きな事業に専念し独立した

い想いの方が強かった記憶もありますが、同

業加盟店オーナーさんや周囲の方々から、直

系が後を継ぐことが一番「無難」「宿命」の言

葉にいつしか洗脳され、結局、親父からは一

度も「継げ」とは言われぬまま、大きな責任

を負う立場となりました。父が創業当時に掲

げた「買う気で売る店」を信条に、お客様の

立場で現場を見て回ることを心掛けています

が、いまだ日々足りぬことに反省の日々を過

ごしています。

　私生活では、万騎が原で生まれた以降、同

南本宿町で育ち、結婚を機に泉区和泉町に住

いします。岡田さん、旭 RC に新風を吹き込ん

で下さい。期待しています。

安藤　公一／①岡田さんイニシエーションス

ピーチよろしくお願いします。②新川さん、

財団フォーラム宜しくお願いします。③誕生

日のお祝いありがとうございます。④ラグビー

ワールドカップへのご声援ありがとうござい

ます。お陰様で大成功で終わることが出来ま

した。

■情報集会報告　　　　　　　　　　　　　

　　　グループ C増田嘉一郎

日時　10 月 24 日㈭午後６時～

場所　い志井

出席者 (敬称略 )　

関口　佐藤 ( 利 )、斎藤、新川市川、岡田、

増田

テーマは「ロータリーを語ろう」であるテー

マに添うべく、また情報集会の本来の目的で

ある親睦の効果をあげるべく、冒頭からアル

コールを入れての懇談となった。終わってか

ら気が付いたが７人中 6 人が会長経験者であ

り、新会員の岡田さんを囲んで、長老お二人

のリードのもと、元前会長がロータリーの楽

しさを様々な角度から伝えた。

　詳しい報告は、私も酔いがまわり記録もま

まらなかったことと、そもそも公言をはばか

る話題も多く、覚えている範囲で簡潔に報告

する。順不同。

　始まりは二俣川の昔話からだったと思う。

昔の旭 RC 鶴ヶ峰 RC の先輩方は会員に品格を

求めていた。厳しい先輩たちの指導が具体的

に話された。ロータリークラブ生活は①ため

になる②楽しい③得をするの 3 点にあるとい

う意見が出た。①と②は皆さん賛成であろう

が、③得をするというのは未だ金銭的に得を

したことのない私には素直に受け取れないこ

とである。ロータリアンとしての人生の歩み

方が夫婦の在り方から亡くなり方までが伝授

された。クラブとして地域社会への社会奉仕

の必然性も話題となった。現時点の社会奉仕

担当としては、はっぱをかけられた思いであ

る。会長任期 2 年制も話題となった。会長と

して成果を挙げるには１年では短く 2 年は必

要だということである。事業経営という面か

ら考えると難しいところもあるので、クラブ
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居を構え、15 年ほど前から現住所である緑園

都市に転居。現在 55 歳　２男１女と孫２人に

恵まれ、万騎が原中学校の同級生だった妻と

は結婚 30 年を超え、傍目には円満。結婚 25

年の記念にはイタリア旅行、30 年はフランス

旅行と妻のリクエストで行ってきましたが、

海外旅行は若干苦手な方で、国内旅行を車か

オートバイで行くのが好きで、昨年、３年越

しで沖縄以外の 46 都道府県を自分のオートバ

イで走破。今年、増税と車検を理由に乗換を

したので、日本２周目を敢行中ですが、日頃

の行いの悪さのせいか、あまり天候に恵まれ

ず数十年に１度の大雨や、酷暑、極寒にさら

されることが多く、気候変動の脅威を身に染

みて感じています。

弊社概要

　1955 年から菓子販売業を営み、法人設立

1961 年以降、ダスキン事業⇒ミスタードーナ

ツ事業で大きく成長し、以降ダスキンの展開

するフランチャイズビジネスを中心に事業を

拡大し、現在飲食部門 24 店舗　レンタル・サー

ビスおよび医療部門 11 事業所を運営。近年横

浜市特に旭区瀬谷区も高齢化が進み、介護用

品のレンタルに特化した部門が着実に業績を

伸ばしています。

　一方で、少子化により飲食部門のアルバイ

トさんが以前より集まりにくい上、ここ数年

の最低賃金の大幅アップにより、扶養内で働

くパートさんが時間を削らなければならず、

更に人手が足らなくなり、先行き不安な課題

が山積みです。

　弊社の経営理念の一文に、「社長は社員を幸

せにする責任がある」とあります。今後も雇

用による社会貢献と、従業員さんに働き甲斐

がある職場を提供できるようにしていきたい

と思います。横浜旭ロータリークラブに入会

させていただけた事で、見分を広げ、より一

層社会のお役に立てるよう精進していく所存

です。

　末永く温かいご指導賜りますようお願いい

たします。

■卓話　ロータリー財団フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　新川　　尚

HappyBirth＆HappyBabyProject
〇実施・視察

視察期間

　2019 年 9/13～ 9/17

2590地区

　横浜金沢 RC→２人　横浜瀬谷RC→２人

　横浜旭ＲＣ→１人　横浜泉 RC→１人

2580地区　宜野湾 RC→６人

2690地区　鳥取北 RC→２人

3450地区　TUUL　RC→多数

その他福島→１人、中国→２人　横浜→１人

〇プロジェクトの特徴

・多地区合同であること

　2590地区、2580地区、3540地区、

　2690地区（参加）

・国家的プロジェクト（保健）であること

　モンゴル全県の国立病院が参加してる

　法整備を含んでいる

　研修を４回行っている

・グローバル補助金による高額プロジェクトである

・VTTに移行の可能性がある

・情報交換が密である

　モンゴル、日本両助産士会は、

　情報交換、人的交流が多い

〇グローバル補助金によるプロジェクトの概要

・プロジェクト名

　Happy Birth & Happy Baby（母子の健康）

・プロジェクト金額176,000米ドル

・立ち上げの動機

　モンゴルにおける新生児の死亡率の改善

・プロジェクト概要助産師による新生児に対する

　蘇生の実施を可能にする為の支援

（法整備、研修、機材の提供、マニュアルの作成等）

・実施の感想研修参加者は、熱心に受講していま

　した。開始早々のため結果は出ていませんが、

　受講者の努力により、近い将来、死亡率が減

　少するものと思われます。

　1,000人に10人の死亡率を、

　10 年以内に５人に減少する（保健相）

・研修の実施令和元年９月に２回、１０月に２回

　都合４回開催されます。合計100 名参加

・今後の展望

　VTTの実施による強力な支援により、死亡率の

　改善は、より確かなものになると思われます。

　（打診済み・今後の活動の試金石）
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モモンンゴゴルル全全県県のの責責任任者者にに蘇蘇生生人人形形のの贈贈呈呈

全全県県のの保保険険局局長長にに蘇蘇生生人人形形セセッットトををププレレゼゼンントト

寄寄贈贈さされれたた蘇蘇生生セセッットト

蘇蘇生生人人形形セセッットトのの中中身身
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蘇蘇生生実実習習風風景景22

モモンンゴゴルルのの住住居居 ゲゲルル

モモンンゴゴルルチチーームムととのの交交流流風風景景

ゲゲルルのの管管理理事事務務所所でで、、両両国国のの歌歌合合戦戦
順順番番にに歌歌いい、、最最後後はは““手手にに手手つつなないいでで””

■次週の卓話　
11/20 ㈬

創立 50 周年　

記念卓話

二宮　　登会員

太田　勝典会員

　　　　　　　

　週報担当　　

　 斉藤　善孝


