
■司　　会　副 SAA　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
佐藤二郎、福村、目黒

■ 11 月皆出席者表彰
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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　 　23 名

本日の出席率   88.46％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　    96％ 

佐藤　真吾会員 17 年

宋　　謹衣会員 1年

■ 11 月誕生祝　　　　　　
宋　　謹衣

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。毎年 11 月に国連で開

催されるロータリーデーですが、今年は９日

にニューヨークの国連本部で開催されました。

「Connecting for Good」（よいことのためにつ

ながる）をテーマとした今年度のイベントは、

世界的な難民危機に対する草の根の活動に焦

点を当て、また、ロータリーファミリーの 6

人のメンバーを「Rotary People of Action：

Connectors Beyond Borders」（世界を変える

行動人：国境を越えてつなぐ人）として表彰し、

これらの方々のインスピレーションあふれる

活躍を紹介しています。

　そんな国連でのロータリーデーに因み、今

日は国連とロータリーについて少しお話しさ

せていただこうと思います。

「国連の誕生とロータリー」

　ロータリーと国連は、世界各地での平和活

動や人道的問題への取り組みにおいて、共に

歴史を歩んできました。

　その始まりは、第二次世界大戦中にまでさ

かのぼります。国連がまだ正式に設立されて



このグループは、国連やその他の機関への国

際ロータリー代表で構成されています。

　毎年開かれる国連でのロータリーデーでは、

平和に向けた共通のビジョンを称え、ロータ

リーと国連が世界中で行っている極めて重要

な人道的活動を取り上げています。

〇地区関係

１）第３回第５グループ会長幹事会

日時　11 月 21 日㈭ 18:30　

場所　横浜ベイシェラトンホテル & タワーズ

大川幹事と佐藤真で出席して参ります。

〇クラブ関係

１）情報集会について

　D グループの情報集会を 11 月 27 日㈬例会

終了後に例会場で開催します。A ～ C グルー

プの集会に参加できなかった方はもちろんの

事、再度の参加も大歓迎です。お時間のある

方は是非ともご参加下さい。みんなでロータ

リーを語りましょう！

２）今日の卓話

　今日の卓話は、クラブ創立 50 周年にあたり、

歴代の会長にお話しいただく企画「創立 50 周

年記念卓話」です。第二回目の今日は、第８

代会長の二宮登さん、第 35 代会長の太田さん

です。二宮登さんが 40 歳、太田さんが 60 歳

の時でいらっしゃいます。当時のロータリー

の事、クラブの事など四方山話を聞かせてい

ただけると期待しています。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

〇横浜あざみロータリークラブ

日時　11 月 27 日㈬移動例会　点鐘　12 時

　　　職業を語る会

会場　横浜市立奈良中学校

日時　12 月４日㈬移動例会　職業を語る会

会場　横浜市立あざみ野中学校

２）横浜緑ロータリークラブよりお知らせ

創立 50 周年記念式典

日時　2020 年３月 5日㈭ 18 時より

場所　新横浜国際ホテル　
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いないこの頃、ロータリーは既に会員に、国

連の設立計画に関する情報を提供し、平和に

向けた準備の必要性を唱えていました。

　「国際連合」という名称が初めて正式に使わ

れたのは、1942 年の「連合国宣言」でした。

当時、多くの国は戦争の真っ只中。この宣言

に署名した 26 ヵ国は、前年にアメリカとイギ

リスが掲げた「世界のよりよい未来に対する

希望の礎」となる共通原則の理想への支持を

誓いました。

　1943 年、イギリス、ソ連、アメリカの代表

がモスクワで会議を開き、平和と安全維持の

ための国際機関の創設を訴えました。その翌

年には、先に述べた国々の代表に中国の代表

が加わり、ワシントン D.C. で会議を開催。国

際機関の創設という大仕事について協議しま

した。４ヵ国の代表によって新機関の構造に

関する提案が採択されたこの会議は、「ダン

バートン・オークス会議」として知られてい

ます。

　1945 年４月から６月にかけて、50 ヵ国の代

表が「国際機関に関する連合国会議」（サンフ

ランシスコ会議）に出席するためにサンフラ

ンシスコに集結。この会議の目的は、全連合

国が承認する憲章を起草する事でした。

　国際ロータリーは、サンフランシスコ会議

代表者への助言機関として、アメリカ政府か

ら選ばれた 42 団体のうちの一つでした。各団

体に与えられた代表の席は３席。国際ロータ

リーには 11 人の代表がいたため、代表は交代

で任務に当たりました。

　1946 年にロータリーは、同年１月と２月に

開催された国連総会での主な成果をまとめた

補足資料を発行。その後も「The Rotarian」

誌やその他の出版物を通じて、国連とその活

動を見守ってきました。

　今日、ロータリーは、国連の特別機関の多

数を監督する国連経済社会理事会により、非

政府組織として最高の位の諮問資格を与えら

れています。国連の各種機関やプログラム、

各委員会や各局との関係を維持し深めている

のが「ロータリー代表ネットワーク」です。
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■旭ロータリークリスマス会お知らせ　　　

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①岡田さん、看板を作成して下

さり有り難うございました。②創立 50 周年記

念卓話、二宮登さん、太田さん宜しくお願い

します。③皆出席祝いを頂き有り難うござい

ます。

大川　伸一／創立 50 周年記念卓話を楽しみに

しております。

五十嵐　正／二宮登さん、太田さん、50 周年

卓話を楽しみにしております。よろしくお願

いします。

吉原　則光／好天のもとの例会、二宮さん「変

人ぶり…」太田さん「古きを尋ね…」と大変

興味深い卓話楽しみです。よろしくお願いし

ます。

安藤　公一／①二宮登さん、太田さん、本日

の卓話宜しくお願いします。②世界野球プレ

ミア 12 でのサムライジャパンの優勝を祝し

て。

宋　　謹衣／初めてロータリーの友の発表を

担当させて頂きます。自分が好きな文章しか

まとめていないので、皆さんのご理解を頂く

ように宜しくお願いします。

佐藤　利明／二宮登さん、太田さん、卓話楽

しみにしています。

岡田　　隆／二宮さん、太田さん、本日の記

念卓話楽しみにしています。よろしくお願い

します。

青木　邦弘／ 50 周年卓話楽しみです。次の

75 周年を楽しみにしています。

斉藤　善孝／太田さん、二宮登さん、卓話楽

しみにしています。

市川　慎二／太田さん、二宮さん、50 周年記

念卓話楽しみにしています。

兵藤　哲夫／太田さん、二宮さん、50 周年記

念卓話楽しみです。昔話、エピソード等聞か

せて下さい。

倉本　宏昭／二宮登、太田両大御所の 50 周年

記念卓話、どんな話が飛び出すか、すごく楽

しみです。

内田　　敏／二宮さん、太田さん、創立 50 周

年記念卓話よろしくお願い致します。楽しみ

です。

太田　勝典／せんえつですが、50 周年卓話を

させていただきます。

二宮　　登／「変人の仕業」について話します。

田川　富男／早々ですが、次年度が動き出し

ています。宜しくお願い申し上げます。

■ 50 周年記念卓話
〇変人の仕業　　　　　　　　　二宮　　登

　半世紀に渡り、私のロータリー活動の中で、当

クラブに提案したプロジェクトが、総論賛成・各

論反対で成立せず、他の方法で実現した４つのプ

ロジェクトの話をします。　　
１）コアラが横浜にやってきた物語

　コアラは、原住民の言葉で「水を飲まない

生き物」という意味。

　オーストラリアにだけ生息する有袋類の哺

乳動物で、成長すると体長 60-80 ㎝、体重

10-13kg となる。
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　19 世紀半ばまで、オーストラリア大陸の広

大なユーカリ樹林をすみ家としてきたものの、

年間百万頭にも及んだ毛皮目当ての狩猟と森

林の伐採で、20 世紀初めには絶滅の危機に追

い込まれた。オーストラリア政府はこのため、

1930 年代から狩猟を禁止し、海外への持出し

を一切ストップした。

　50 年間にわたる保護政策でようやく生息数

が増え始め、世界各国からの要望に応えるこ

とから、1980 年の解禁に至った。

1982 年９月

 「コアラと横浜市民の会」

 発足、会長渡辺はま子氏

1982 年 11 月

 市立金沢自然動物公園

 大池子供自然動物公園に

 1500 本のユーカリ栽培へ

1982 年 12 月オーストラリ

アから調査官来日    （クイーンズランド州国

立公園野生生物研究所 H. レブリー博士）

 野毛山動物園、金沢自然動物園視察

1986 年 10 月 25 日

 コアラ、金沢自然動物公園にやってきた。

　　　写真右：オーストラリアトニーアボット首相　　
　　　　　　　二宮横浜日豪協会会長
２）第 4回海の祭典横浜開港 130 周年祭

港横浜に南米チリ共和国「エスメラルダ」が

やってきた。

横浜市は開港 130 周年記念にクィーンエリザ

ベス２世号を迎えて一般公開すると発表され

た。

　私ども横浜マニラ友好委員会は、世界の帆

船を招く会を発足し、細郷横浜市長、上野横

浜商工会議所会頭、北村港湾局長諸氏と面会

し、最新設備を備えた客船も良いですが、「船

の原点」は何といっても大自然の風と星をた

よりに航海する帆船ではないでしょうか。大

航海時代に活躍した国スペイン、ポルトガル、

オランダ、イギリスとドイツ、ロシア、チリ、

アメリカ、日本の９ヶ国の帆船が開港 130 周

年に参加すると伝えた。

　その後市長より、諸般の事情により、横浜

市がチリ共和国の「エスメラルダ号」を迎え、

一般公開することになった。公開中に 5,000

人の見学者が訪れた。　　

　出航前夜エスメラルダ船上で、世界の帆船

を招く会主催のお別れパーティーが開かれ、

駐日大使、練習生とチリ産ワインで、国際交

流の「和」が広がった。

３）サンハートの記憶、我が街の風景いつま

でも

　サンハートの音楽ホールあるいは音楽

工房へ向かうと、正面の壁を覆う大きな

風景画が真っ先に出迎えてくれるのをご

存知の方は多いと思います。この「望郷」 

というタイトルの 150 号の大作は、 20 年

前にサンハートが開館するとき、 地域の

有志 14 人が旭区在住の洋画家、 石川茂男

画伯に依頼して制作してもらい、 サンハ 

トに寄贈されたものであることが、 当時

の新聞にされています。記事には絵のモ

チーフについて 「昔懐かしい区内の田園

風景」が描かれていると記されています。 

　絵を寄贈しようと発案したのは、 かっ
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〇古きを尋ねて　　　　　　　　太田　勝典

　プログラム委員長より、今日の卓話を命ぜ

られました。なぜ私がと戸惑いました。調べ

てみると、二宮さん、関口さん、今野さんに

続いて古い会員になりました。近年吉野さん、

安藤達雄さん、岡田清七さん、矢田昭一さん

の先輩が相次いで退会された結果です。

　先日クラブ在籍 30 年の表彰をいただきまし

た。長く続けられるとは思っていませんでし

たので、嬉しさと同時に健康だった事に感謝

しております。

　クラブ細則表彰規定、第３条、会員が 30 年

以上在籍した場合、賞状並びに記念品を贈呈

して表彰するとの規定に基づいたようです。

この規定からすると、私の前に佐藤利明会員、

兵藤会員も表彰の対象者かもしれません。

国際ロータリーでは、クラブの移籍が認めら

れています。ロータリークラブ在籍年数とク

ラブ在籍年数は同じと考えられます。

　移籍を含めると佐藤利明会員は 36 年だそう

です。また、兵藤会員は在籍クラブ年数が累

積の在籍クラブ年数と考えればクリアできる

でしょう。年金制度も同じ累積年数で計算さ

れています。クラブ細則ですので、クラブの

判断で決められます。ぜひ、理事会でご検討

下さい。

　私がロータリーに入会したのは平成元年で

す。親友の土谷弓彦会員に無理矢理に入会さ

せられました。週一度一時間ほど食事に来い。

年間 20 万円ほどかかるが、これも付き合いの

うちと言われ、しかたなく入会しました。間

もなく場違いの会に入会してしまったという

のが当時の実感です。

　例会場は二俣川南口駅近くのレストラン武

蔵野でした。当時会員は 58 名でしたが翌年ク

ラブ最高の 66 名となりました。例会場が手狭

　　　　　望郷／石川 茂男 (1938-2010)
ての長閑で豊かな地元の田園風景を残し

ておきたいという思いと、それを芸術作

品によって次の世代の若い人たちにも伝

え、 地元の風土を愛する気持ちを育みた

いという思いからであったことを語って

くださいました。また、 モチーフとなっ

た場所については、 特定の場所ではない

こともわかりました。当時、 本宿の田ん

ぼの灌漑用水であった大池のあたりをモ

チーフのー土台にしながら、 現在の厚

木街道と相鉄線の線路を挟むように通じ

る旧道沿つての二俣川村の各地域を代表

する旧家の方々で、それぞれの地域のい

いところを寄せ集めて何度もスケッチを

練ったそうです。

　我がまちの心の風景を持ち続けられる

というのはとても素晴らしいこと。区民

の宝をお預かりしていることを、誇りに

感じています。

４）タンザニア連合共和国大統領、

ズーラシアに国花「ジャカランダ」記念

植樹にやって来た。
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となり、ライフ４階のコミュニティルームに

例会場が変わりました。入会して間もなくイ

ニシエーションスピーチです。２人で 15 分ず

つ、私は後半担当です。当時は人前で話しを

する事が苦手でしたので、自信も無く時間を

かけて準備しました。話し始めて５分ほどし

て、福井会員から時間だからやめるように言

われ、話の途中で閉会となりました。私には

なぜこうなったのか分かりませんでした。

　今思うと、私が卓話を始めたのは１時 25 

分頃だったのでしょう。当時は SAA が充分機

能していなかったようです。ロータリーは随

分ワンマンで失礼な会というのが私の第一印

象でした。

　入会して９年程で、漆間会長の時に幹事を

仰せつかりました。恒例の会長挨拶が終わっ

た後、また福井会員から爆弾が飛んできまし

た。「会長、幹事何をやっとる。最近の出席率

はどうなっているんだ。」短気だった漆間会長

でしたので、顔を真っ赤にし、すぐに立ち上

り反論しようとしました。私は彼の袖をひっ

ぱり制止しました。福井さんは会長に成り代

わってクラブ会員に苦言を呈してくれている

のだと…。黙って２人で頭を下げました。

　当時、福井さんは「ロタキチ」と言われて

いました。ロータリーきちがいという意味で

す。ロータリー一途でロータリーが命との気

迫が満ち溢れていました。小柄で眼光は鋭く、

高齢でしたがボケはありません。私語がある

と「静かにしろ」当時は居眠り会員も少なかっ

たようです。しかし、私語が多かったのは福

井さんだったかもしれません。

　例会に緊張感を与えてくれた福井さんの存

在は私には忘れられない思い出です。

平成 14 年 97 才で亡くなりました。

　福井さんの菩提寺は本宿の浄性院です。福

井さんの墓と私の墓は 10 メートル離れていま

せん。高台にある大きな墓石は、小さな私の

墓と対象的です。私が死んだ後も、福井さん

にしっかり監視されていると思うと、三途の

川もゆっくり渡れるか今から心配しています。

　８年前斎藤会長の時、出席委員長は吉野さ

んでした。大先輩を出席委員長には失礼との

意見もありましたが、吉野さんは出席率向上

の為に、老体に鞭打って努力されたことは皆

さんご存知の通りです。

　当時出席率は 90％割れ寸前でした。あれか

ら８年が過ぎました。現在も高出席率を維持

しております。これは吉野先輩の大きな功績

です。出席率が全てではありませんが、「出席

なくして親睦なし」と言われています。出席

して初めて親睦も深まるのでしょう。

　ロータリー活動は一本の木に例えると、ク

ラブ奉仕部門は木の根っこだそうです。親睦

を中心としてしっかり根を張る事が大切です。

木の幹は職業奉仕だそうです。自らの職業を

通して社会に貢献する。しっかりと根を張り

太い幹はどんな台風にも耐えられるでしょう。

花、果実は財団であり米山です。その他の多

くの委員会は、この木を支えるために成り立っ

ています。ロータリークラブは単なる親睦団

体ではありません。ロータリークラブの最終

目標は世界の平和です。この目標達成にはお

金がかかります。ロータリーの各種の寄付は

会員として、最低限のお付き合いかもしれま

せん。

　当クラブは来年 50 周年を迎えます。クラブ

創立時会員は 25 名でした。ピーク時は 66 名

となりましたが、現在は 27 名となり創立時会

員数に近づいています。50 周年をお祝いとし

て捉えるか、クラブの曲がり角として捉える

のか微妙なところです。もし今後会員数が創

立時の 25 名を下回る様なことがあれば、クラ

ブ存続が危ぶまれます。50 周年を機会に真剣

に会員増強に取組むべきでしょう。　

　現在の当クラブ 27 名の会員数は日本のロー

タリーの平均に比べると残念な数字となりま

す。日本の人口１億 2,700 万人を日本ロータ

リーの会員数 89,000 人で割ると約 1,430 人と

なります。国民約 1,430 人に対しロータリー

会員１名です。旭区の人口約 24.5 万人ですの

で、当クラブは約 170 名のロータリー会員が

いて、初めて全国の平均値になります。日本

第２位の国際都市横浜の旭区です。生活レベ

ルも比較的高く、平均年齢も全国平均より低

く過疎化で悩む地方都市に比べると、ロータ

リークラブとしての環境は恵まれています。

　50 周年を機会に 170 名の会員を目指したい

ものです。つたない卓話になりましたがお許

し下さい。　　　　　　

■次週の卓話　

12/4 ㈬　年次総会

　疾病予防と治療フォーラム　福村　正会員

　　　　　　　　     週報担当　倉本　宏昭


