
– 1 –

■司　　会　副ＳＡＡ　岡田　　隆

■開会点鐘　会　長　北澤　正浩

■出席報告

■本日の欠席者
福村、 宋

■他クラブ出席者
新川 （地区）

■会長報告　　　　　　　　　　北澤　正浩

　2021-22 年度、第一回の例会であります。

　数年前に入会した時のことを思い出すと、

ロータリーの会長というのは、自分とははる

か彼方の遠い存在でありました。まさか自分

が開式の鐘を鳴らし、会長という立場で皆様

にお話しすることになるとは、人生とは様々

な体験ができる素晴らしいものだと思います。

この機会を与えてくださった皆様に感謝を申

し上げます。

　また、就任までに多くの方々にご迷惑をお

かけしました。お詫び申し上げるのと、皆様

の不安を和らげる意味でも、今年度の幹事を

市川さんにお願いしましたので、未熟な私の

フォローをしていただくのでご安心ください。

私も甘えず尽力いたしますのでよろしくお願

いいたします。

　熱海市の土石流災害で被災された方々へお
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見舞い申し上げますとともに、行方不明者の

無事と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

　本日は中谷さんの入会式がございます。厳

しい環境の中、新しく仲間が増えることはと

ても喜ばしいことです。

　報告事項ですが 7月 1日㈭旭公会堂にて「横

浜国際園芸博覧会旭区推進協議会」に出席さ

せていただきました。下瀬谷通信施設跡で

2027 年に開催される園芸博覧会について推進

協議会が設立されました。当クラブの役割と

しては機運醸成の協力です。

■幹事報告　　　　　　　　　　市川　慎二

１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜港南台ロータリークラブ

日時　７月 23 日㈮　祝日休会

日時　７月 30 日㈮　夜間例会

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　７月 23 日㈮　祝日休会

日時　７月 30 日㈮　休会

○横浜あざみロータリークラブ

日時　７月 28 日㈬　

点鐘　13 時 15 分

会場　アートフォーラムあざみ野

○神奈川東ロータリークラブ

日時　７月 23 日㈮　祝日休会

日時　７月 30 日㈮　夜間例会

日時　８月 13 日㈮　休会

日時　８月 27 日㈮　夜間移動例会
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　詳しくは、イニシエーションスピーチを楽

しみにしてください。

　ロータリー歴はなく、例会参加もしたこと

がないとのことなので、少しずつ、楽しみ慣

れていただければと思います。以上ご紹介を

終わります。

【歓迎の辞】　　　　　　　　　　　　　　　北澤　正浩

　中谷逸希さん、あなたは、当クラブ名誉会

員である矢田昭一さんから紹介され、ロータ

リーの基本原則、会員としての責務と義務に

ついての説明を受け、当クラブに入会される

意思があることが表明されました。

　そして会員選考、所定の手続きが済み、当

クラブの正会員として選ばれましたので、こ

の度、中谷逸希さんを横浜旭ロータリークラ

ブの仲間としてお迎えいたします。

　ロータリーは、会員同士の友愛を通じて生

涯にわたる友を作り、国や文化を超えて世界

の人々と国際理解を深め友情をはぐくんでい

ます。 そして、社会の倫理・道徳を高めなが

ら、会員一人ひとりの職業のスキルやリーダー

シップを生かし、地域社会や世界の問題に積

極的に取り組む団体です。

　中谷さんも今日から、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、また、これから当クラブ

により魅力をもたせ、更なる勢いへの原動力

になってくる当クラブの一員として、全世界

のロータリアンの一人として、この理念を胸

に、当クラブの原動力になってくださること

を祈っております。

　それでは、会員の皆様、ご起立ください。

　横浜旭ロータリークラブの会員として、中

谷逸希さんを、ここに喜んで迎え入れたいと

思います。盛大な拍手をもって、暖かくお迎

えください。

　ありがとうございます。

　中谷さんの、ロータリーでの経験が、楽し

く有意義なものになるよう、会員皆様にも、

ご協力いただけることをお願いして、私の歓

迎の辞とさせていただきます。

　中谷さん、ご入会おめでとうございます。

■中谷逸希新会員
　皆さんよろしくお願いします。私はすぐそ

このジョイナステラスの方で、コプレ二俣川

○新横浜ロータリークラブ

日時　７月 23 日㈮　祝日休会

日時　７月 30 日㈮　夜間例会（点鐘 17：30）

２)地区より、7月 8日 クラブ活性化セミナー

ZOOM 参加者への案内が届いております。参加

を希望される方は、事務局までお申し出くだ

さい。

　次回の例会は 7 月 21 日㈬二俣川コミュニ

ティーサロンとなります。ガバナー補佐が来

訪される中、クラブ協議会となりますので宜

しくお願い致します。

　本日、例会終了後に第 3 回理事会を開催致

しますので、理事の方はご出席をお願い致し

ます。

　昨日、名誉会員である矢田さんとお話しで

きました。

　新年度、そして、本日お迎えしました中谷

さんのこと、皆様に宜しく伝えてくださいと

のことでした。以前と変わらず、とてもお元

気そうで、今でも変わらず、大切なロータリー

といった感じでした。本当に偉大なロータリ

アンとしての大先輩です。

■入会式
【新会員の経歴紹介】

　中谷逸希（なかたに はやき）さんの略歴を

ご紹介いたします。

　お生まれは、1980年（昭和55年）の1月21日、

現在 41 歳。

　最終出身校は、鶴見大学の歯学部です。

　現在は、旭区に住まれ、家族構成は、奥様

と 3人のお子様がいらっしゃいます。

　職業分類は、歯科医でジョイナステラスの

コプレ二俣川で医療法人 ふたまたがわ歯科口

腔外科を営んでおります。

　推薦者は、矢田名誉会員です。
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という所で医療法人

ふたまたがわ歯科口

腔外科を営んでおり

ます中谷逸希と申し

ます。

　育ちは左近山で

す。左近山中央診療

所の隣の中谷歯科医

院の倅で、結婚する

までそちらの方に居りました。小学校中学と

地元で過ごし元々二俣川が遊び場でしたので、

このような貴重な機会を得て、まだまだ未熟

者ですが、諸先輩方のご指導を得て色々と勉

強されていただければと思います。矢田先生

からも入れという事なので入会させて頂きま

した。今後も色々あるとは思いますがよろし

くお願いします。

■プログラム委員会　　　　　　目黒　惠一

　計画書の 17P の２月 16 日一般卓話は、担当

青木⇒宋さんに変更です。

■前幹事　　　　　　　　　　　二宮麻里子

　前年度の活動報告書の提出をお願いします。

８月４日までに五十嵐会員までにお願いしま

す。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

北澤　正浩／会員皆様のお力をお借りいたし

ます。よろしくお願いします。

　中谷逸希さん入会おめでとうございます。

市川　慎二／本年度、 幹事を仰せつかりました。

一年間、 宜しくお願い致します。 中谷さん入会

おめでとうございます。

吉原　則光／北沢新体制のスタートお目出度

う。心よりお祝いいたします。コロナの消滅

が一刻も早いことを期待し、安心した平常の

運営・活動が出来ますように！

関口　友宏／北沢年度のスタートを祝って。

田川富男／北澤新年度おめでとうございます。

前期中は皆さんにはご協力をいただきまして、

ありがとうございました。

内田　　敏／北沢会長、市川幹事一年間よろ

しくお願いいたします。中谷さん入会ありが

とうございます。

安藤　公一／北澤会長、市川幹事、これから

一年よろしくお願い致します。

二宮麻里子／本日より新年度。北澤会長、市

川幹事一年間よろしくお願いします。

新川　　尚／北沢会長、市川幹事一年間宜し

くお願いします。中谷さん入会おめでとうご

ざいます。

平子智章／北澤会長、市川幹事一年間宜しく

お願いします。横浜旭ロータリークラブを引

き続き盛り立てて下さい。

佐藤　利明／北澤会長 ・ 市川幹事、 むずかし

い時の舵取り、 宜しく、 会員一同心ひとつに頑張

りましょう。

佐藤　真吾／北澤会長、 市川幹事、 一年間よろ

しくお願いします。 中谷さんの入会を祝して。 仲

良くして下さい。

太田　勝典／北沢新会長の船出を祝いして。 市

川さんリリーフ再登板ご苦労様です。 中谷さん入

会おめでとうございます。 フレッシュマンに期待し

ます。

岡田　　隆／中谷さんご入会おめでとうございま

す。 新年度スタート、 北澤さんよろしくお願いしま

す。

二宮　　登／新年度を祝い本年もよろしくお願い

します。

目黒　惠一／北沢会長、 市川幹事無事出航お

めでとうございます。一年間よろしくお願いします。

増田嘉一郎／北澤会長、 市川幹事、 新年度よろ

しくお願いします。

兵藤　哲夫／田川さん、 まりこさんごくろうさま

でした。 北澤さん市川さんよろしく。

五十嵐　正／北沢さん、 市川さん一年間ご指導

よろしくお願いします。 中谷さんご入会おめでとう

ございます。 ロータリーライフを楽しんでください。

■会長就任挨拶　　　　　　　　北澤　正浩

　第 53 代会長を任命された北澤でございます。

この一年を会員皆様のお力をお借りして、 ロータ

リー活動を実践してまいりますのでよろしくお願い

いたします。

　2021-22 年度シェカール ・ メータ RI 会長の今

年度のテーマは 「奉仕しよう みんなの人生を豊

かにするために」 です。

　「奉仕するとき、 誰かの人生だけでなく、 自分

の人生も豊かになります。ほかの人のために生き、

世話をし、 奉仕することで誰かの人生を豊かにす

ることは、 自分の人生の最高の生き方です。」 と

述べています。

　これを受けて国際ロータリー第 2590 地区ガバ
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あると思います。 今年度は、 できる限り多くの会

員が参加できる親睦行事を企画していただき、 例

会でも会員の交流が図れる工夫を凝らし、 「ロー

タリーは楽しい」 を皆様に再認識していただきた

いと思っています。

　奉仕 ・ 親睦活動をすることでクラブは元気を取り

戻し、 ロータリアンとしての自覚と楽しさが生まれ、

それが現在の鬱積した状況を打破すると信じてい

ます。

　私の方針は歴代会長に比べ、 矮小な方針であ

ることは否めませんが、 コロナ禍の制約が続く現

在では、 夢を語るには厳しいです。 今年度中に

はコロナも沈静化し、 以前の生活が戻り、 ロータ

リー活動も通常通りになっていると信じています。

今年度の目的は、 奉仕 ・ 親睦をこれ以上衰退さ

せることがないよう、以前のようなロータリーに戻し、

次年度に引き継ぐのが役割と思っています。 今

年一年、 皆様のご協力とご鞭撻をよろしくお願い

いたします。

■幹事就任挨拶　　　　　　　　市川　慎二

　この歴史ある横浜旭ロータリークラブの

2021–22 年度、二度目の幹事という大役を仰

せつかることとなりました。

　前回の幹事経験を活かし、北澤会長のお力

になれるよう努力して参ります。

　クラブ幹事要覧によると、ロータリークラ

ブの幹事としての主な役割と責務は、クラブ

の効果的な運営を支えることとあります。そ

の為には、クラブの理事役員、各委員会、会員、

地区ガバナー、ガバナー補佐、国際ロータリー、

ロータリー財団などから寄せられる、様々な

情報をしっかりと理解して、会員の皆様と協

力しながら、当クラブにとって長所となる部

分はより強く、短所となる部分は、改善点を

定めたいと思います。

ナー小倉 正氏は 「クラブ基盤のさらなる充実強

化」 を本年度地区スローガンに掲げられました。

　第 2590 地区の最大の課題は、 地区会員の減

少が続く今日 「会員の減少を食い止め、 いかに

増加に転じることができるか」 の会員増強の問題

であり、 それには各クラブが、 ロータリーの目的

に沿った魅力あるクラブ創りによるさらなる基盤の

充実と強化が必要であると述べています。 実際に

当クラブでも、 前年度を境に退会される方がとて

も多く出てしまいました。 会員の減少防止、 増強

の問題は最大の課題です。

　原因として考えられることとして、 新型コロナウイ

ルスの影響で、 ロータリー活動はもちろん、 なに

より皆様の生業についても大変な思いをされてい

る方もいらっしゃいますし、 ロータリーどころじゃな

いと思われる方もいるのではないでしょうか？

　また、 現状の月間２回例会では、 会員同士のコ

ミュニケーションも図りづらく、 ロータリーに出席し

てもつまらない、 魅力を感じなくなっている方も多

いと思います。

　これ以上、 退会者を出さないようにする為にも、

ロータリー活動を活性化する必要を感じます。 ま

ずやるべきこととして、 自粛している奉仕活動を

再開させることだと思います。 直ちに以前のような

活動は制約上無理だとは思いますが、 現状では

コロナの影響を理由に活動を停止している状況に

慣れてしまい、 再開させることに腰が重くなってい

ます。 少しずつでも動き出すことを我々はしてい

かなければなりません。 数字や実績の大きさに拘

らず、 現状でまず可能な計画を立て、 確実に実

行する、 まずはそこから始めましょう。

　そして、 親睦活動も充実させましょう。 先日、 開

催した小田原 ・ 真鶴への小旅行は久しぶりに会

員が集まり笑いあう楽しい機会でした。 私としては

ロータリーの一番の醍醐味は会員同士の交流で
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　そして、このコロナウィルスの終息が見え

ない中、新しい例会のあり方をはじめ、奉仕

活動、親睦、増強、クラブの予算など、クラ

ブにとって、より効果的な運営とは何かを考

えて実行していければと思います。

　最後に、北澤会長の方針である「活力ある

ロータリーに」を推進して、より楽しい魅力

ある横浜旭ロータリークラブを目指し、本日

お越し頂いた中谷さんのように、当クラブに

賛同する仲間も増やしながら、一丸となって

より強いクラブにしていきたいと思います。

　浅学菲才の身ではありますが、誠心誠意努

めさせていただきますので、どうぞ一年間、

会員皆様のご指導、ご協力をお願い申し上げ、

幹事就任挨拶とさせていただきます。

　どうぞ、一年間宜しくお願い致します。

■クラブ管理運営委員長就任挨拶　  新川　尚

　今年度、当地区は 53 クラブ、会員数は 1,900

人を割り込んだところからのスタートとなり

ました。当クラブも 22 人でのスタートです。

北澤会長の掲げる「活力あるロータリーに」

するべく、クラブ基盤の強化、クラブの活性

化を念頭に活動をしていきたいと思います。

特にコロナ禍の為、なかなか実行出来なかっ

た親睦活動を出来る限り安全、安心を原則と

して実施していきたいと思います。皆様のご

理解、ご協力を宜しくお願いします。

■公共イメージ委員会　　　　 　田川　富男

　以前では研修雑誌広報が集合して公共イ

メージと言う委員会となりました。特に広報

は必要と感じております。

　現在コロナで低迷している今、ロータリー

としても会員増強に必然であり、そのために

も一般の方々にロータリー活動を PR する事が

必要と考えます。

　雑誌の紹介を例会時に発表する事にします。

■奉仕プロジェクト委員会　　 　佐藤　真吾

　前々年度で CLP を暫定的に採用させて頂き、

私の年度の後半と田川年度全般にコロナと云

うことで、北沢年度もそのままの状態で暫定

的に CLP を採用しているという事を念頭にご

理解頂ければと思います。その中で、職業（佐

藤真）・社会（太田）・国際（五十嵐）・青少年（岡

田）奉仕がそれぞれの担当リーダーとしてお

願いしておりまがすが、コロナ禍で活動が制

限されている中で何が出来るかということで

ございます。ただ、手をこまねいていてもしょ

うがないので、出来る事をスピーディーにロー

タリーらしく出来ればいいなと思っておりま

す。細かな内容に付きましては協議会等で担

当リーダーからご説明があると思いますが、

基本的にはこれまでの活動を継続しながら、

新しい地域に対する奉仕活動を探しながら、

着実に実行に繋げていくという事になろうか

と思います。その一つとして先日の NPO 法人

オールさこんやまの主催するお祭りに協力す

る予定となっております。

　そんな中でも今期是非行いたいことは、も

う２年停滞しております、二俣川看護福祉学

校のインターアクトの設立を何とか進める事

が出来るよう努めて参ります。

■マイロータリーより
　コロナウイルスによるロータリーへの影響：

よくある質問

Q: 新型コロナウイルスは、依然として世界中

で猛威をふるっています。ウイルスの拡散を

阻止するために、会員は何をすべきですか。

A: 会員は、マスク着用、人との距離、適切な

衛生週間を推進する活動や、防護具を寄贈す

る活動に引き続き参加すべきです。

　より重要なこととして、会員はマスクを着

用し、常に人との物理的距離を保つことで模

範を示すべきです。オンラインでシェアする

写真には、そのような模範を示す写真を使い

ましょう。また、ワクチンが利用可能となっ

たら接種し、その経験をソーシャルメディア

等でシェアしましょう。 

Q: どのように活動を広く紹介できますか。

A: 新型コロナウイルスのワクチン導入を支援

するためにクラブや地区が行っていることを

伝えましょう。ロータリーショーケースより 

●事例／実施地 : タイ
プロジェクト予測額：: 7800 米ドル

まだ必要な金額 : 4800 米ドル

プロジェクト／高流の鼻酸素戦 COVID19 ソン

クラー、ソンクラー県の Covid-19 患者を支援

する高流量の鼻酸素購入プログラム

現在計画中／ほかの協力者を募集中
疾病予防と治療／ロータリーの 6 つの重点分

野をチェック

詳細／ソンクラー病院は、COVID-19 患者、特
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は B.E.2519(COVID-19) を使用して患者数の報

告を開始するので、呼吸器を使用して患者数

を 2 週間で 3 倍に増加させる公衆衛生局の調

整から呼吸器情報を取るときは次のとおりで

す :絞り手の人工呼吸器をカットするは、デー

タベース内で製品名を体積および圧力制御用

呼吸器として置きます。新生児の援助を遮断

するが、大人としてそれを保存する ソンフラ

病院は、COVID-19 患者のための人工呼吸器を

5つだけ持っていたことがわかった .

プロジェクトのインパクト／ COVID-19 患者の

ための人工呼吸器の利点 - 呼吸器疾患を有す

る患者の呼吸を改善するのに役立ちます。人

工呼吸器のシステムは、通常の人々の呼吸に

近いからです。- 患者や呼吸器系の問題を持

つ人々に正常な呼吸に戻る機会を与えます。-

患者の治療と回復を促進する

持続可能性／プロジェクト終了後、どのよう

にプロジェクトの恩恵が続くか

　医療用小包小包が配達されたら、病院が定

める規則に従ってコントロールを登録し、財

産として与えます。

■次週の卓話
　８月４日　会員増強フォーラム（関口会員）

に重い食物を持つ患者を助けるために必要な

高流酸素人工呼吸器を治療するための呼吸器

装置の不足に苦しんでいます。ソンクラーは

COVID-19 の症例数が多く、ソンクラー県はバ

ンコクやその大都市圏など、高いレベルの管

理を必要とする赤い地域に陥っています。ソ

ンクラーの高流酸素機械購買プロジェクト

ロータリークラブは、プロジェクト予算総

額に応じてソンクラー県のクラブとコミュニ

ティのメンバーから追加の寄付を募り、財団

地域 3330 から 3,000 米ドルまでの DDF 予算を

承認しました。2021 年 8 月までにソンクラー

病院に高流量酸素を供給する予定です。

プロジェクトのカテゴリー／災害支援 , 疾病

予防と治療

実施地／ソンクラー病院

推定開始時期／ 8月 , 2021

協力クラブ／ソンクラー ,タイ

地域社会の調査／タイの状況はまた、何千

もの新しいケースを発見しました。それは

30,000 人で治療され、何千人もの人々に重き

を置いています。この数では、肺炎は 400 近

くの人工呼吸器を必要とします。コロナウイ

ルス病アウトブレイク 2019(COVID-19) また

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

員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ
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－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

五 十 嵐 　　 正

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

北　澤　正　浩

増　田　嘉 一 郎

目  黒  惠  一

新　川　　　尚

二　宮　　　登

二　宮　麻 理 子

岡　田　　　隆

太　田　勝　典

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

田　川　富　男

宋                    謹      衣           

平　子　智　章

吉　原　則　光

内　田　　　敏


