
■司　　会　副 SAA　目黒　恵一

■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
大川

■ゲスト　
林　　悦様 (2020-21 年度米山奨学生 )

馮　　博様 (2019-20 年度米山奨学生 )

■３月・４月・５月・６月誕生記念祝　　　

市川　慎二会員　　　　3.9

佐藤　利明会員　　　　3.23

田川　富男会員　　　　3.30

斎藤　善孝会員　　　　4.29

兵藤　哲夫会員　　　　5.8
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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　 　26 名

本日の出席率     100％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　     - 

太田　勝典会員　　　　5.27

北澤　正浩会員　　　　6.12

■２月・３月・４月・６月皆出席者表彰

安藤　公一会員　　　　15 年

北澤　正浩会員　　　　 ７年

二宮　　登会員　　　　50 年

増田嘉一郎会員　　　  30 年

青木　邦弘会員　　　　12 年

市川　慎二会員　　　　８年

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。何と 112 日ぶりの例会

です。まずは、元気そうなお姿を拝見してホッ

としております。それにしても、今回の新型

コロナウイルス感染症の世界的流行。横浜港

に寄港した「ダイヤモンド・プリンセス号」

の感染状況について、２月 12 日の会長報告の

中で初めて触れてから今日に至るまで、よも

やここまでの事態になろうとは誰が予想した



ラブの会員として、嶋﨑さんをここに喜んで

お迎えしたいと思います。会員の皆さん、盛

大な拍手をお願いします。

　嶋﨑さんのロータリーライフが、楽しく有

意義なものとなるよう、会員皆様にご協力を

お願いしまして、歓迎の言葉とさせていただ

きます。

・ロータリーの徽章（バッジ）を授与

　ここで「ロータリーの徽章（バッジ」につ

いて少しお話しさせていただきます。

　ロータリーの徽章は、ロータリアンの権利

としてその着用が認められ、徽章の着用は、

ロータリアンの誇りを示すと同時にその責任

を表しています。1993-94 年度 RI 会長ロバー

ト・R・バース氏は、1993 年の国際協議会で

次のように述べられました。

　「ロータリアンが徽章を着けている時は、次

の事を意味しています。」

・あなたは私を信用していただいても結構で

　す。私は信用に値する者です。

・私の用意はできています。何時でもあなた

　のために奉仕できます。

・私は受ける以上のものをあなたに与えます。

　私は人のために奉仕します。

　今日からはロータリアンとしての誇りを

持って、例会時はもちろんの事、例会以外の

場においても徽章を着用していただきたいと

思います。

・ロータリーの資料などを進呈

・所属委員会の発表

　本来であればここで所属する委員会を発表

させていただく所ですが、年度末である事か

ら次年度にお任せしたいと思います。
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でしょうか。本当に生活が一変してしまいま

した。

　今回の例会再開については、「緊急事態宣言」

解除を受けての事ですが、新型コロナウイル

ス感染拡大が収束した訳ではなく、引き続き、

警戒が必要な事は言うまでもありません。

　会員の皆様の中には、まだまだ外出が不安

な方や、体調面に不安をお持ちの方がいらっ

しゃると思いますし、例会の参加について、

何よりご家族が心配なさるのではないかと

思っています。

　さらに、今年度最後の一か月は、次年度の

方針に沿った運営を試行する準備期間とした

事なども考慮した結果、今日を含めた残り 2

回の例会については、特別措置として、出席

義務を伴わない自由参加の例会とさせていた

だきました。

　会員の皆様におかれましては、熟慮を重ね

た結果としてご理解いただき、例会参加につ

いて、決して無理をなさらないようお願い致

します。

【嶋﨑宏幸さん入会式】
〇歓迎の言葉

　まずは、嶋﨑宏幸さんを横浜旭ロータリー

クラブの会員として、私たちの家族、そして

世界中のロータリアンの仲間としてお迎えで

きる事を、とても嬉しく思っています。

　私たちロータリアンは、自らの職業倫理を

高め、切磋琢磨しながら社会に奉仕する事を

念頭に、日々努力しています。

　ロータリーには、「入りて学び、出でて奉仕

せよ」という言葉があります。

　世の中のあらゆる職業から選ばれた職業人

が、週一回の例会に集い、職業上の発想の交

換を通じて、事業の永続性を学び、友情を深め、

自己研鑽を図り、その結果として自然と奉仕

の心が育まれていくのです。

　今日からは、ロータリーの理想である奉仕、

そして、親睦を共に実現していく大切な仲間

として、これからクラブにより魅力をもたら

し、更なる発展への原動力となって下さる事

を切に願っております。

　それでは会員の皆様、横浜旭ロータリーク
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〇嶋﨑さん挨拶

　ご紹介いただきました嶋崎でございます。

この度はこの伝統ある横浜旭ロータリークラ

ブに入会させて頂きまして誠にありがとうご

ざいました。前任の佐藤より引継ぎを受け、

一歩一歩ロータリーの精神を学び、かつ仕事

や社会生活に実践していきたいと思います。

どうかよろしくご指導いただきますよう、心

よりお願い申し上げまして、かんたんではあ

りますが、ご挨拶とさせて頂きます。ありが

とうございました。

【クラブ在籍 30 年表彰】

横浜旭ロータリークラブ表彰規定第３条に基

づき、増田嘉一郎さん・五十嵐正さんのクラ

ブ在籍 30 年を表彰し、記念品を贈呈させてい

ただきます。

〇増田嘉一郎さんロータリー歴紹介

・平成２年２月 28 日入会

・2014-15 年度第 46 代会長

・2018-19 年度（市川会長）第５グループ

　ガバナー補佐

・ベネファクター（2019-20）

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　（２回）（1991-92・2015-16）

・米山功労者マルチプル（３回）

〇五十嵐正さんロータリー歴紹介

・平成２年２月 28 日入会

・2001-02 年度幹事（湯澤会長）

・2008-09 年度第 40 代会長

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　（２回）（2003-04・2016-17）

・米山功労者マルチプル（３回）

【地区関係】

１）ロータリー財団奨学生第２回オリエンテー

ション

　6/13 ㈯ 10:00 ～ 15:00 ぴおシティ 8F 会議

室で予定通り開催される事になりました。

　実は、第 1 回オリエンテーションは、奨学

金申請手続き上の理由から、休会中の 3/14 ㈯

13:00 ～ 17:00 ぴおシティ 8F 会議室で開催さ

れており、奨学生候補者と共に、カウンセラー

として新川さんと佐藤真で出席しております。

２）第５回第５グループ会長幹事会

（新旧合同会長幹事会）

　延期となっていましたが、6/18 ㈭ 18:30 ～

横浜ベイシェラトンホテル & タワーズで開催

される事になりました。今年度最後となる今

回の会長幹事会は、次年度への引き継ぎでも

あるとの事から、次年度会長・幹事と事務局

員にも出席依頼が来ております。

【クラブ関係】

１）例会場の使用について

　今回例会を再開するにあたり、引き続き会

議室を例会場として、快く提供して下さった

岡田さんに対し、クラブを代表して心より感

謝申し上げます。

　例会運営に際しては、「飲食無し・マスク着

用・入口での手指消毒・常時換気」を徹底し、

感染防止に細心の注意を払っていきたいと思

いますので、会員の皆様のご協力よろしくお

願い致します。あらためて岡田さん、本当に

有り難うございました。

２）会員だより発行について

　休会中の 4/15 ㈬から 5/27 ㈬まで、二週間

毎４回にわたり発行しました臨時会員だより。

　五十嵐さんには、提案から取り纏め、発行

に至るまで、多大なご尽力をいただきました。

投稿いただいた皆さんの元気な声が、他の会

員の元気に繋がったと思います。五十嵐さん、

本当に有り難うございました。

３）不織布マスクとウェットティッシュの提

供について

　二俣川銀座商店会会長でもある目黒さんか

ら、クラブに不織布マスクとウェットティッ

シュを提供いただきました。有効に使わせて

いただきます。目黒さん、有り難うございま

した。
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　皆様、はじめまして、林悦と申します。中

国黒龍江省から来ました。黒龍江は中国の一

番北の所です。

　実は、私の祖母の母は日本人です。ですから、

私は日本と中国の文化交流に自分の力を入れ

たいと思っています。また、私自身も本を読

むことが好きな人です。好きな作家は芥川龍

之介です。芥川さんは日本文化と中国文化が

よくご存じている方です。そのゆえ、私は日

本語日本文学科に入りました。

　将来は、大学院に進学し、中国の大学で日

本文学の教師になりたいです。自分の力で日

本文化と中国文化の掛け橋になりたい。これ

から、よろしくお願いします。

■前年度米山奨学生 馮博君、お礼の言葉

　　左：カウンセラー増田会員   右：馮博君

　皆さん、こんにちは。皆様の応援頂いて、

今年の４月に無事大学院を卒業する事ができ

ました。

　コロナの影響で、さまざま活動も中止になっ

てしまいましたが、今やっとこのように皆さ

まにお会いできたことが、とても嬉しいです。

自粛は解除されましたが、まだまだ感染経路

不明の感染者が出ていますし、まだまだいろ

んなところで沢山の方が亡くなられているの

で、私自身もコロナに打ち勝てるよう気をつ

けて参ります。皆さんもぜひお気をつけくだ

さい。

　１年間の奨学生の生活はとても早かったで

す。皆さまとの出会いには感謝の気持ちでいっ

ぱいです。これからもここで築かせて頂いた

ご縁を大切にしていく決意です。引き続きお

世話になりますが、どうぞよろしくお願いい

たします。皆さまから一年間の応援をいただ

■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　６月 10 日㈬休会

日時　６月 17 日㈬休会

日時　６月 24 日㈬最終例会

　　　夜間移動例会　点鐘 17 時

場所　とうふ屋うかい鷺沼店

〇横浜緑ロータリークラブ

日時　６月３日、10 日、17 日㈬休会

日時　６月 24 日㈬通常例会

〇横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　６月 12 日㈮短縮例会

　　　　　　　　12：30 ～ 13：10

日時　６月 19 日㈮夜間移動例会

　　　　　　　　点鐘 18：30

日時　６月 26 日㈮通常例会

〇新横浜ロータリークラブ

日時　６月 5,12,19,26 日㈮休会

　（新横浜国際ホテル 6月末まで休館のため）

　通常例会に代わりオンライン例会を開催

日時　7月３日㈮より通常例会開催予定。

〇横浜南央ロータリークラブ

日時　６月 16,23 日㈫通常例会

日時　６月 30 日㈫休会

〇横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　６月 16 日㈫休会

日時　６月 30 日㈫夜間移動例会

　　　例会終了後、家庭集会

　　　点鐘　17：30

場所　味蕾亭　西区高島 2-3-19

　　　℡　045-441-3488

■今年度米山奨学生 林さん　自己紹介　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  林　　悦

　    左：カウンセラー宋会員   右：林悦さん



いたことは、私の一生にとって宝くじに当たっ

たような幸運なことでした。本当に本当に、

ありがとうございました！

■ 30 年在籍所感

〇入会 30 年・皆出席 30 年　　　 増田嘉一郎

１）本日、入会 30 年と皆出席 30 年を祝って

いただいた。

２）私は、瀬谷に住み、東京新橋に事務所を

構えている。その私が、何故、横浜旭ロータリー

クラブに入会したかである。

　平成２年の聖光学院の同期の新年会で、ロー

タリークラブを熱心に勧誘している男がいた。

その話に５、６人が乗った。クラブはどこで

もいいという。私は、例会日が水曜日という

ことで、横浜旭ロータリークラブを選んだ。

月曜日と金曜日は、休みの前後のため仕事が

忙しいことが多い。そこで例会日が水曜日の

横浜旭ロータリークラブを選んだ。

　新年会でロータリーの入会を誘った男は、

入会後知ったことであるが、協進の土谷さん

の義弟で、入会式にわざわざ来てくれた。横

浜旭ロータリークラブには、同じ同窓生であ

る塚原一彦がいた。塚原が紹介の労をとって

くれた。

　例会場がレストラン武蔵野から、二俣川ラ

イフのコミュニティサロンに移ったとき、ラ

イフの都合で例会日が水曜日から火曜日に

変った。そのために退会した会員もいたが、

私は何とかやりくりしながら踏みとどまった。

クラブは１、２年後だったと思うが、曜日で

入会した会員がいるということで、二俣川ラ

イフと交渉して、例会日を水曜日に戻してく

れた。親睦を第１にと、気楽にロータリーク

ラブ生活を送っているうちに、30 年経ったの

である。

３）入会 30 年で、皆出席祝い 30 年というこ

とは、入会以来１度も欠席していないという

ことである。昨年の規定審議会で出席義務は、

大幅に緩和されたようではあるが、かつては

出席率 100％が求められ、メークアップは、

例会日の前後１週間以内であった。

　私は、弁護士会の常勤の役員や、最高裁司

法研修所での教官、明治大学法科大学院の特

任教授等、日程が自分だけでは決められない

役務を務めてきたが、何とか、メークアップ

で乗り越えてきた。メークアップの場所は、

曜日によって決めていた。月、水、金曜日は、

銀座東武ホテル（その前は銀座東急ホテル）、

火曜日は、第一ホテル、木曜日は、帝国ホテ

ルである。水曜日の例会時に他の予定が入る

と、空いた日にすぐメークアップの予定を入

れていた。先輩から、葬儀はいつ入るか分か

らず、お通夜の都合がつかず、告別式のため

例会に出られないことがあるので、メークアッ

プはクラブの例会日の前に実施するようにと

教えられた。

　しかし、平日は既に全て予定で埋まってい

ることもあった。そんな時に救われたのが、

鶴峰ロータリークラブの土曜例会である。困っ

たときの鶴峰頼み、といっていた。もう１つ、

ホームクラブの出席率は 30％を要求されてい

た。月４回の例会の内、１回のホームクラブ

出席では足りない。ホームクラブ例会出席が

月１回の月と、２回の月とを原則として交互

に予定を組み、２か月でホームクラブ 30％を

クリアーするように対応していた。

　東京のクラブのメークアップ代は、ほとん

どが５千円位である。だから、私の皆出席は

お金がかかっている。冗談で会費を倍支払っ

ているといっていたが、実際、多くの年は年

間 15 万円位はかかっていた。

　最近東京のロータリークラブに入会した弁

護士の話によると、例会に出れるときだけ出

席すればいいといわれて入会したという。隔

世の感を覚える。その内に皆出席と聞いても、
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何を馬鹿なことを言っているのかという時代

がくるかもしれない。

　吉野さんが出席委員長の時、出席免除の要

件を満たしているのだから、出席免除申請を

出すように言われたが、皆出席祝いが欲しい

のでお断りした。折角ここまで続いた皆出席

である。どこまで続けられるかは、健康次第

である。二宮さんや関口さんの域に到達する

かは自信がないが、できる限り頑張っていき

たい。

４）皆様からのお祝いに感謝し、御礼申し上

げる。お祝いありがとうございました。

〇 30 年感謝！　　　　　　　　　五十嵐　正

　30 年のお祝いをいただきありがとうござい

ます。30 年前入会した時は私は 36 才、今の

西友の前の武蔵野というレストランで、今で

は考えられませんが、町居さんと増田さんと

私の３人同時入会でした。

　当時も今もそうですが、私はさほど資産が

あるわけでもなく、私が西友の駐車場にカロー

ラのライトバンで止めると、隣で関口さんの

ジャガーがとまり、なんとも恥ずかしい思い

をしたものでした。

　30 年間には、いろいろと病気もし、福村さ

んには過去その場で入院を２回言われましが

その都度生還し、また、バブルの崩壊、リー

マンショックと仕事の面でも、皆様のお蔭で

なんとか乗り越えて、増田さんには及びませ

んが、26 年皆出席を続けております。

　今後とも皆様のお仲間の一人として迎えて

頂ければ幸いです。

　本日はありがとうございました。

■公共イメージ委員会　　　　　市川　慎二

　五十嵐会員にお願いしておりました各会員

のクラブ名刺が完成いたしました。配布いた

しますのでご確認をお願い申し上げます。名

刺交換の時など、クラブ紹介も行い、広報や

会員増強に繋げていただきたいと思います。

　旭区誕生 50 周年記念事業記録集が出来上が

り届きました。9 ～ 10 ページには、区民祭り

甲冑行列や流鏑馬の様子、15 ページには里山

ガーデン時計台寄贈のお披露目式について掲

載されております。回覧いたしますのでまだ

ごらんになっていない方は、お目通しくださ

い。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①皆様おげんきそうで何よりで

す。112 日ぶりの例会を祝して②嶋崎さんの

入会を祝して。③米山奨学生、林さんようこそ。

元米山奨学生、馮君、げんきで頑張って！

北澤　正浩／①皆様にお会いできて嬉しいで

す。②嶋崎さん、ご入会おめでとうございます。

③林さん、馮さん、ようこそ。

市川　慎二／①誕生日祝いありがとうござい

ます。②嶋崎さん、ご入会おめでとうござい

ます。

吉原　則光／旭ロータリーの再開をこころか

らお祝い申し上げます。会の益々の発展をお

祈りいたします。元気にがんばるつもりです。

よろしくお願い致します。

倉本　宏昭／皆さん、お久しぶりです。皆、

元気でよかった。

福村　　正／①ご無沙汰でございます。この

ような状況下でも例会に参加できて安堵して

おります。早く日常が戻るのを願いつつ日々

努めたいと思います。②嶋崎さん、ご入会お

めでとうございます。

太田　勝典／①嶋崎さん入会おめでとうござ

います。②ごぶさたしております、皆さんお

元気でしたか。

青木　邦弘／嶋崎さん、入会おめでとうござ

います。

目黒　恵一／皆様おひさしぶりです。打倒コ

ロナでがんばりましょう！！

宋　　謹衣／①新型コロナ禍の中、無事に例

会が再開することができて、本当に何よりも

嬉しいです。皆様の笑顔でまた元気づけられ

ました。新型コロナはいつまで続くのか分か

らないですが負けずに頑張りましょう。②林

さん、ようこそ私の大家族へ。

岡田　　隆／不自由、ご不便おかけしますが

こうして皆様に起こし頂けて何よりです。早

く、日常が取り戻せますように！

関口　友宏／①皆さん、お変わりありません

か。お見舞い申し上げます。②嶋崎さんのご

入会と五十嵐、増田両会員の在籍 30 年を祝っ
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て。

二宮麻理子／新型コロナの中、例会が３か月

ぶりに再開できてうれしく思います。

二宮　　登／①３ヶ月ぶりに皆様にお会いで

きて喜んでいます。新型コロナに打ち勝って

がんばりましょう。②嶋崎宏幸様、ご入会お

目出とうございます。

新川　　尚／お久しぶりです。皆様お元気そ

うで何よりです。

佐藤　利明／①皆様お久し振りです。新型コ

ロナいつまでも収束できず、あわせて熱中症

対策も注意！皆様ご自愛を。②名刺を戴き有

難う、誕生日祝いを戴き有難う。

斎藤　善孝／皆さん、お久しぶりです。お元

気ですか。妻への誕生日のお花をいただき有

難うございます。

安藤　公一／①例会の再開をお祝い申し上げ

ます。②嶋崎さんのご入会おめでとうござい

ます。③皆出席表彰ありがとうございます。

④林さんようこそ。これから宜しくお願いし

ます。

田川　富男／来期 2020-21 も宜しくお願いい

たします。

増田嘉一郎／①おひさしぶりです。本日入会

30 年と皆出席 30 年をいただきました。あり

がとうございました。②昨年度米山奨学生馮

君をこれからもよろしくお願いします。馮君、

頑張ってください。

五十嵐　正／久々の例会で皆様にお会い出来、

日常のありがたさを感じております。また、

本日は 30 年のお祝いをいただき、有難うござ

いました。

内田　　敏／①嶋崎さん、入会ありがとうご

ざいます。②米山奨学生林さん、馮君ようこそ。

③妻の誕生祝いにアナベルと云う紫陽花の苗

木を頂きありがとうございました。

■会長エレクトフォーラム　　　 田川　富男

「2020-21 年度の横浜旭ロータリークラブ」

　来期につきましても、今期同様にて親睦活

動・奉仕活動を積極的に推進させていきたい

と考えをもっております。

　しかし、残念ながら新型コロナ感染防止に

よりロータリークラブの活動にも影響をもた

らしました。会員にとってはこのような状況

でも例会で元気な顔をみれば、会員の絆はコ

ロナに負けるものではありません。

　ですが感染防止の観点から暫定的な措置を

とる事に致しました。とは言え現状に合わせ

て奉仕や親睦には微力ながら活動する事が大

切だと考えています。終息後においては伝統

ある当クラブを以前のクラブに修復させる必

要があると思っています。

〇暫定措置の内容

１）例会を２週間に 1回（月間２例会）

　7/8 ㈬、12：30 点鐘　現例会場にて

　以降　7/22、8/5、8/19、9/9、9/23…

　以後の継続については状況次第で決定

２）例会時について

　時間の短縮、食事なし、マスク着用

　教壇方式での着席、換気等　　

３）例会内容

・プログラム委員会にて時短の中でも従来の

　内容を堅持

・各委員会での奉仕活動も出来るだけ従来の

　内容を堅持するが、無理しないプロジェク

　トにて活動。

４）会費の低減

* 暫定とはいえ理事会だけで決定出来ない事

　項の為　

・食事なしによる予算の軽減

・例会数の減少による特別収支予算「収入」

収入　　　スマイルの減少

・コロナ収束の不透明による暫定期間

　（終息宣言の有無）　

　以上の理由にて会費額の現状維持とさせて

いただきます。

５）その他関連事項につきましてはその都度

決定したいと考えております。例会出席につ

きましても体調がおもわしくない時は無理を

しないで次回の例会に向けてお休みください。

　2020-21 年度もよろしくお願いいたします。

　次回の例会は 6/24 ㈬最終例会となります。

　宜しくお願いします。 

■次週の卓話　

  7/8 ㈬ 点鐘 12：30 通常例会　　　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正
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2 0 2 0 年 度 ２ 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

％

12日

％
90.87

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

26
24

5日

26
25

96.15

25
20

25
22

％

％

80

88

100

100

67

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

0

133

100

100

100

100

100

100

100

100

100

33

67

75

67

50

0

0

67

33

25

0

50

100

100

100

100

100

67

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

％

％

26
20 76.92

26
23

88.46

19日

   

  

％
92.31

－出席規定免除－

－出席規定免除－100

100

34

75

67

100

100

100

100

100

0

100

67

100

100

100

100

100

100

34 34

名　誉　会　員

岡    田   清   七 名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

 0

0

0

 0

0

0

33

33

0

0

0

0

33

33

0

0

－出席規定免除－

 


