
■司　　会　副 SAA　柳沢　哲也

■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
岡田、市川、宋、福村、目黒、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者　
新川（地区 )

■ゲスト　
渡部　巖様 (ボーイスカウト横浜第 27 団育成会長 )

馮　　博様 (米山奨学生 )

■ 2月皆出席表彰　　　　　　　　　　 

安藤　公一会員　　　　15 年

北澤　正浩会員　　　  ７年

二宮　　登会員　　　　50 年
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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　 　20 名

本日の出席率   76.92％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　 96.15％ 

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの

影響が各所で広がっています。東京マラソン

財団は 17 日、新型コロナウイルスの感染拡大

を考慮して、３月１日に開催される東京マラ

ソンの一般参加者の出場を取りやめ、エリー

ト選手のみで実施することを発表しました。

全国的に行事やイベントの中止や延期が相次

いでいる中、第 2590 地区でも、今週末の 23

日㈰に開催を予定していた 2019-20 年度「第

50 回ロータアクト年次大会」の延期と 24 日

㈪祝日に予定していた「第２弾 RLI パートⅠ」

の開催中止を決定しています。

　私が従事する建築業界では、今週に入り、

住宅設備機器メーカーから一部商品の供給遅

延や受注停止の連絡が入ってきており、今後

ますます状況が悪化するとみられています。

事態の収束が見えない中、経済への影響が懸

念されるところです。

　新型コロナウイルスの感染者が国内でも増

加する中、ニュースなどで「濃厚接触」とい

う言葉を耳にする機会が増えています。感染

者と濃厚接触した人は、ウイルス感染の可能

性が疑われるためですが、一体、どのような

場合が濃厚接触に当てはまるのでしょうか。

　厚生労働省によると、濃厚接触とは必ずし

も身体的な接触だけでなく、感染者と同じ空



修旅行などを企画して、様々な形で平和フェ

ローを支えています。

　さらに、平和フェローシッププログラムは、

平和と開発との関係性に焦点を合わせたプロ

グラム、ロータリーの６つの重点分野に合わ

せたプログラムといった、より広い範囲での

修士課程プログラムを 2022 年に導入し、専門

修了証プログラムを提供する２つの平和セン

ターが設置される予定です。2030 年までに、

ラテンアメリカまたはカリブ海で１つ、中東

または北アフリカで１つスタートさせる計画

です。

〇地区関係

１）横浜瀬谷ロータリークラブ創立 50 周年記

念式典・祝賀会

　２月 15 日㈯ 18:00 ～ヨコハマグランドイン

ターコンチネンタルホテルにおいて「横浜瀬

谷ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・祝

賀会」が開催され、大川幹事と佐藤真で出席

して参りました。

〇今日の卓話

　今日は、二宮登さんの紹介で、日本ボーイ

スカウト横浜第 27 団育成会長　渡部　巖様

をお迎えしての卓話で、テーマは「ボーイス

カウトの現状について」です。青少年の健全

育成に寄与する事を目的として活動している

ボーイスカウトは、ロータリーの青少年奉仕

の理念と相通じる所があります。当クラブで

は、何年か前からボーイスカウト日本連盟に

活動資金を寄付し、支援を続けております。

■幹事報告
日時　２月 23 日　ローターアクト年次大会

日時　２月 24 日　第２弾 RLI パートⅠ

　いずれも新型肺炎の影響を受け、開催中止

となりました。

■５分間情報 (2/12 分 )　　　　　兵藤　哲夫

〇ロータリーの友２月号を読んで

１）特集　ようこそ島へ！

①奄美②利尻③石垣④小豆島⑤壱岐⑥対馬　

各ロータリークラブの紹介がありました。

　対象人口をご覧ください、私たちが住んで

いる旭区は人口約 24 万人、わが旭クラブは会

員数 27 人、それに比べると各島の会員数はす

ごく多いと気がつきました。
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間にいたり、対面で会話をしたりした場合も

含まれるケースがあるといいます。

　では、具体的にはどのような事例が想定さ

れるのでしょうか。同省の担当者は次のよう

に説明しています。「例えば、同じ職場で隣の

席に座っていて、マスクを着用せずに長時間

会話をしたケースは濃厚接触だと考えられま

す。咳やくしゃみによる飛沫が飛ぶ範囲を想

定して距離を２メートルと設定していますが、

これはあくまでも目安です。マスクをしてい

たり、２メートル以上離れていたとしても感

染する可能性はあり、接触状況を総合的に判

断します」

　会員の皆様におかれましては、咳エチケッ

トや手洗い、うがい、アルコール消毒などの

予防対策の徹底をぜひお願い致します。

　さて、今日は先週に引き続き、２月の月間

テーマ「平和構築と紛争予防」に因んで、ロー

タリー平和フェローシップについて、お話し

させていただきます。

　ロータリー平和フェローシップは、ポール・

ハリス没後 50 周年を記念してつくられた平和

づくりに貢献できる人材を育てるためのプロ

グラムです。持続可能な平和の構築をビジョ

ンとして掲げ、平和構築、紛争解決、紛争予

防に貢献できる平和構築者の世界的ネット

ワークを築くために 2002 年にスタートしまし

た。ロータリー平和センターで学ぶ学生は平

和フェローと呼ばれ、奨学金が提供されます。

研修、研究、実践を経て、平和と開発の分野

で活躍する人材となります。

　現在は世界６カ国、７つの大学に平和セン

ターがありますが、2021 年１月から新たにウ

ガンダのマケレレ大学でも平和センターとし

てのプログラムがスタートすることになって

います。国際基督教大学（ICU）もそのうちの

一つです。毎年約 10 人の平和フェローが入学

し、平和と紛争解決を中心とする国際問題研

究に従事しています。

　日本では、ICU の所在地である第 2750 地区

とその周辺５地区を合わせた６つの地区でホ

ストエリアを形成してホストエリア連絡協議

会が組織されています。ホストエリアのロー

タリアン達は、オリエンテーションや広島研
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・奄美中央 RC　　人口 102,000 人　　

                会員数　　58 名

・石垣 RC　　　　人口  49,590 人　

　　　　　　　　会員数　  44 名

・小豆島 RC　　  人口  27,000 人　　

                会員数    36 名

・利尻 RC        人口   4,439 人　

                会員数    19 名

２）特集　平和構築と紛糾予防月間

　ロータリーは様々の形で平和を訴えていま

すと言いますが、核兵器廃絶など日本のロー

タリークラブは声も出しません。青年だけに

平和をまかせておいていいのだろうか？

　広島、長崎の被爆地を抱える日本こそもっ

と世界平和を訴えるのが筋だと思っています。

３）２月号の柳壇より

　　吉原則光会員

　　「載った月　例会楽しいロータリー」

　吉原さんのあの穏和なたちふるまいが浮か

び、思わずニッコリしてしまう川柳で嬉しく

思います。

４）ロータリーの友　Q&A

Ｑ：どうしてできたの？

Ａ：1952 年東日本ロータリークラブ西日本　

　ロータリークラブと２分した時、双方の緊

　密な連絡、共通理解、情報交換などのために、

　この雑誌ができました。

Ｑ：よこ書き、たて書きどうしてできたの？

Ａ：20 年間くらいはよこ書きだけでした。そ

　の後日本の文化を伝えるため、歌壇や柳壇

　などが掲載されることによって、たて書き

　を採用することになったのだそうです。

Ｑ：友の月の発行部数は、又一冊の値段？

Ａ：友は 9,500 部発行、一冊 200 円です。   

　各 RC は集金して 1 月と７月にまとめて払い

　ます。

Ｑ：RI の許可が必要ですか

Ａ：必要です。

　「友」は認可を得て公式地域雑誌として認め

　られています。世界では 32 の公式地域雑誌

　が出ています。

Ｑ：インターネットでは見られますか

Ａ：2003 年よりホームページ、2007 年より　

　　電子版が見れるようになりました。

■馮博君 ( 米山奨学生 )、近況報告

　僕は１月の下旬から２月の 10 日までの 20

日間帰国しました。20 日間ですが、まるで半

年くらい感じました。

　新型コロナウイルスは、考えられないよう

な速さで中国のあちこちで流行しています。

多くの都市は、市民外出禁止になっています。

中国の春節から今まで、家族のお父さんやお

婆ちゃん達はずっと自宅にいることになりま

した。

　日本に戻って、日本の状況を見ると、とて

も心配します。なぜかと言うと、マスクする

人が増えてきますが、してない人もおおくい

るし、また、クルーズ船の中で毎日感染して

いる人数が増えてきてることと、そして感染

しても、最初は全然症状がないことです。　

　真面目に仕事している日本人は、もし感染

していても、症状がないために、ラッシュの

電車に乗るなどで、何回も発生していること

は事実だと思います。致死率は高くないとい

うニュースを報道されていますが、武漢のよ

うに伝染は爆発したら、急に大勢の人は病院

に行っても、受けいれてくれないために、大

変なことになると思います。

　伝染率が非常に高いために、日本人の外出、

仕事に影響がでたら、いつも高速運行してい

る日本には予想できないくらい混乱するだろ

うと思います。

　中国のコロナのために、日本からたくさん

の支援をいただき、中国人とても感謝してい

ますが、これから日本の安全もとても心配し

ています。僕の一人の力で、伝えられる方に

は伝えて、皆さま注意できるようになるのを

望んでおります。

　以上です、どうぞよろしくお願いします。
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　ご紹介頂きました、ボーイスカウト横浜第

27 団の、育成会長を務めております渡部と申

します。本日このような貴重な時間を頂き誠

に有難うございます。

　ロータリークラブさんとボーイスカウトと

は大変長いお付き合いをさせて頂いておりま

すが、それはロータリークラブの二宮様が、

27 団の育成会長を平成 30 年まで 35 年間務め

て頂きました関係でもあります。

　又 1976 年（昭和 51 年）は、二宮様が第８

代のロータリークラブの会長されている時に、

更に広くボーイスカウトに関わって、ご支援

頂きました。そのことは、ボーイスカウトに

とっては大きな力になりましたので、少しだ

けその時のお話をさせて頂きます。

　旭区内には昭和 50 年頃はボーイスカウトの

団が４個団位（現在は６個団）しかありませ

んでした。ボーイスカウトはキャンプ生活を

中心に活動しておりますが、野外炊事をする

場所がなく困っておりました。

　当時ロータリークラブの会員でした本宿の

福井様、また金ケ谷の栗原様と、そして今川

町の二宮様のご好意で、「ロータリーの森」と

称して、お三方のお庭を６、７年お借りして

キャンプをしていた時がありました。当時は

スカウトの数も年々増加の時でありましたの

で、大変助かったことを記憶しております。

　またその後、旭区の大池町にある「こども

自然公園」の中の野外料理が出来る「大池野

外活動センター」もロータリークラブ様のご

尽力のお蔭で出来たと伺っております。それ

は、ロータリークラブさんが当時、「青少年

と共に」を掲げて活動した時に、野外で活動

することを中心にしていた横浜の青少年５団

体から、野外で安心して火を使った活動が出

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①日本ボーイスカウト横浜第 27

団育成会長、渡部巌様、本日はお忙しい所、

当クラブにお越し下さり有り難うございます。

卓話よろしくお願い致します。②米山奨学生

馮博君、お帰りなさい。今の中国の状況はど

うですか？

大川　伸一／①新型コロナは毎日様相が変わ

りますが、皆様どうぞお気をつけ下さい！②

渡部会長様、本日はようこそお越しいただき

ました。卓話を楽しみにしております。

二宮　　登／①日本ボーイスカウト横浜第 27

団会長渡部巌様をお迎えして。ボーイスカウ

トの現状についての卓話お願い致します。②

皆出席表彰をありがとうございます。

吉原　則光／渡部様、ご多忙のところ卓話い

ただき有り難うございます。よろしくお願い

致します。私の家の近所の写真屋の伊藤さん

がボーイスカウトで活躍されていました。な

つかしく思い出されます。

五十嵐　正／①ボーイスカウト渡部様、本日

の卓話よろしくお願い致します。②二宮登さ

ん、皆出席50年おめでとうございます。凄い！

③馮博君お帰りなさい。大変でしたね。

内田　　敏／渡部様、本日の卓話宜しくお願

い致します。

安藤　公一／①渡部様、本日の卓話宜しくお

願い致します。②皆出席表彰をありがとうご

ざいます。あっという間の 15 年でした。今後

とも宜しくお願い致します。

柳沢　哲也／新型ウイルスの影響で多種のイ

ベントが中止となっています。せめて気持ち

だけでも持ち上げていきましょう。

倉本　宏昭／①渡部様、お忙しい所、本日は

ようこそおいで下さいました。卓話をよろし

くお願いします。②馮博君ようこそ。健康に

気をつけて下さい。

田川　富男／①二宮さん、ご紹介有難うござ

います。②渡部様、卓話よろしくお願いします。

兵藤　哲夫／①この頃は、支出のトップがロー

タリー。②渡部さんようこそ。元ボーイスカ

ウト少年としてお話楽しみです。

■卓話「ボーイスカウトの現状について」　　

　　　　　ボーイスカウト横浜 27 団育成会長

　　　　　　　　　　　　　　　 渡部　巖様



来る場所が欲しいと、強い要望あったそうで

す。そこでロータリークラブさんが横浜市に

交渉して今の大池野外活動センターが出来た

と伺っております。

　出来てから約 30 年あまりになりますが、施

設も整い利用しやすい場所にあるので大変有

難く思っております。

　ロータリークラブ様には大変お世話になっ

ておりましたので、改めて感謝申し上げる次

第でございます。誠に有難うございました。

　そのようなご支援を頂きながら、衰退して

来たボーイスカウトの現状をお話しするのは、

大変心苦しいのでございますが、知って頂く

ためには素直にお話しさせて頂きますので宜

しくお願い申し上げます。

　それではお配りしました資料に基づき簡単

に現状を説明させて頂きます。

– 5 –



■次週の卓話　

   3/4 ㈬災害復興支援フォーラム　　　　　

　　　　　五十嵐　正会員

　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　週報担当　内田　　敏
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2 0 2 0 年 度 １ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

15日

％
89.56

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

目  黒  恵  一

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

大　川　伸　一

太　田　勝　典

岡　田　　　隆

齋　藤　善　孝

佐　藤　二　郎

佐　藤　真　吾

24
20

８日

24
22

91.67

25
22

25
23

％

％

88

92

100

100

75

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

0

100

100

100

125

100

75

100

125

100

100

50

100

75

75

50

0

0

50

0

25

0

50

100

100

100

100

100

75

100

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

田　川　富　男

内　田　　　敏

柳　沢　哲　也

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

矢　田　昭　一

－出席規定免除－

名　誉　会　員

％

％

22
12 54.55

23
18

78.26

22日

   

  

％
83.33

－出席規定免除－

－出席規定免除－100

75

0

75

100

100

100

100

100

100

0

75

100

100

100

100

75

75

75

50 50

名　誉　会　員

岡    田   清   七 名　誉　会　員
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