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■司　　会　副 SAA　岡田　　隆
■開会点鐘　会　長　北澤　正浩
■出席報告

■オンライン出席者
福村、佐藤真吾　
■本日の欠席者
中谷、宋
■他クラブ出席者
宋（地区）
■会長報告
　皆様、こんにちは。ロシアのウクライナ侵攻
は激しさを増しています。攻撃は軍事施設だけ
でなく、一般の住居も多大な被害が発生し、多
くの市民が命を落としています。この現状は終
息の目途が見えず、さらに深刻な事態が予想さ
れます。
　前回の例会で当クラブでもウクライナへの支
援をしていきたいと皆様にお話しさせていただ
きましたが、ロータリー財団が、ウクライナ地
域での直接的人道支援の窓口を設置しました。
MYROTARY にメッセージがありましたので、
皆様にお知らせします。
………………………………………………………

　深刻化するウクライナでの人道的危機への対
応として、ロータリー財団は現在、ロータリー
地区が実施している救援活動を支える資金を世
界中の人が寄付することのできる正式な窓口と
して、災害救援基金を指定しました。
　現在から 2022 年 6 月 30 日まで、ウクライ
ナと国境を接する指定ロータリー地区とウクラ
イナ国内のロータリー地区は、災害救援基金か
ら各地区 5 万ドルまでの補助金を申請できま
す。迅速な手続きが行われるこれらの補助金は、
水、食料、シェルター、医療品、衣服といった
救援物資を含め、この危機による難民や被災者
の支援に利用できます。
　2022 年 6 月 30 日までの期間、難民やその
ほかの被災者への支援を希望する、影響を受け
たほかのロータリー地区も、災害救援基金から
25,000 ドルの補助金を申請することができます。
　現在から 2022 年 4 月 30 日まで、ロータリー
地区は未配分の地区財団活動資金（DDF）を災
害救援基金に充て、ウクライナと関連する人道
的補助金を支援することができます。
　ウクライナ支援のための災害救援基金への寄
付は、ホームページの MY ROTARI からお寄せ
いただけます。 ウクライナでの救援活動を支援
するための災害救援基金へのご寄付は、2022
年 4 月 30 日までに行う必要があります。
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　ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金
が主な窓口となりますが、ロータリークラブと
ローターアクトクラブもウクライナでの人道的
危機に対して独自の支援を行うことが奨励され
ています。
　災害救援基金を通じた支援に加え、財団は
パートナー団体や地域リーダーと協力し、増加
する人道的ニーズへの効果的なソリューション
を模索しています。
　国連難民高等弁務官事務所（米国）と協議し、
ウクライナや近隣諸国で行き場のない人びとの
ニーズに対応するための準備を進めています。
　災害救援におけるプロジェクトパートナーで
あるシェルターボックスは、東欧のロータリー
会員と連絡を取り、一時的な住居やほかの必要
物資の提供方法について検討しています。
　「難民、強制退去者、移住者のためのロータリー
行動グループ（THE ROTARY ACTION GROUP 
FOR REFUGEES, FORCED DISPLACEMENT, AND 
MIGRATION）」は、この危機への対応としてグ

ループのリソースを集結させています。
　すでに 200 万人以上がウクライナから避難し
ており、緊急支援が早急に必要となっています。
国連は、避難する人の数が 500 万人に上る可能
性があると推測しています。ヨーロッパや世界
のロータリークラブが救援活動に乗り出してお
り、中には避難者を支援するために現地で活動
しているクラブもあります。
………………………………………………………
　ロータリーでは、ウクライナと近隣諸国での
状況を引き続き注視していきます。クラブによ
る支援方法や、ロータリー会員にできること、
現地の人びとへの影響等に関する最新情報は、
ロータリーのソーシャルメディアをフォローし
てご覧ください。
　ようやくロータリークラブとして支援活動が
動き出しました。我々も様々な支援活動を検討
していきたいと思いますが、まずは地区での支
援窓口が用意されているようなので、寄附とい
う形態での支援を行いたいと思います。ウクラ

　　吉原名誉会員からの寄附への感謝として、感謝状を贈呈する。

　　中谷会員の入会金

２．吉原名誉会員について

　　今までは積極的に受け入れていたので、今回は見送る。

22002211--2222年年度度　　横横浜浜旭旭ロローータタリリーーククララブブ

臨臨時時　　理理事事役役員員会会　　議議案案書書

日日時時　　　令和3年 2月24日（木）

場場所所　　　Zoom及びBANDにて

出出席席者者    北澤 正浩　市川 慎二　安藤 公一　佐藤 真吾

宋 謹衣　田川 富男　新川　尚　　 

欠欠席席者者    目黒 恵一

１．次の米山奨学生受け入れについて

　　当クラブの現状では会員数の問題もあり、受け入れに対応できるか難しい。

【【審審議議事事項項】】

横浜旭ロータリークラブ

目黒 恵一　宋 謹衣　

　　地区での募金活動が予定されていれば協力する。

　　もし予定されていなければ、当クラブ独自で募金を集め、寄附をする。

22002211--2222年年度度　　横横浜浜旭旭ロローータタリリーーククララブブ

第第十十四四回回　　理理事事役役員員会会　　報報告告書書

日日時時　　　令和3年 3月 2日（水）

　　　　例会終了後

場場所所　　　二俣川ライフ

　　　　コミュニティサロン

出出席席者者

北澤 正浩　市川 慎二　安藤 公一　佐藤 真吾

田川 富男　新川　尚　　 

欠欠席席者者

１．ウクライナへの支援について

【【審審議議事事項項】】

横浜旭ロータリークラブ
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イナが一刻も早く平和が訪れることを祈りたい
と思います。
■幹事報告
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　３月 18 日㈮　休会

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　３月 18 日㈮　休会（定款第８条第一節（C）による）

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　３月 15 日㈫　臨時休会

日時　３月 29 日㈫　休会（定款第７条により）

○神奈川東ロータリークラブ

日時　３月 18 日㈮　休会

○新横浜ロータリークラブ

日時　３月 18 日㈮　休会

　※３月 25 日㈮の例会につきましては、会員

のみの開催とさせていただき、メイクアップ

はお受けできないことをご了承願います。　

２）事務局・例会場移転のお知らせ

○新横浜ロータリークラブ

・令和４年４月１日㈮より下記のとおり事務

局及び例会場を移転いたします。

〈新事務局〉〒 222-0033 横浜市港北区新横浜

２-14- ８オフィス新横浜 708

TEL：045-471-2812　FAX：045-345-3164

E-mail：shinyokohama2590@nifty.com

( 電話 ,FAX 番号 , メールアドレスにつきまし

ては移転前と変更はありません。)

〈新例会場〉新横浜グレイスホテル

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜３-６-15

○横浜鶴見北ロータリークラブ

・令和４年３月 31 日㈭より

〈新例会場〉新横浜グレイスホテル

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜３-６-15

【入会式】▶歓迎の辞
　東谷 充さん、あなたは、北澤正浩から紹介

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、東谷 充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。

　東谷さんも今日から、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、東

谷 充さんを、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。

　東谷さんの、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。

　東谷さん、ご入会おめでとうございます。

▶新会員の経歴紹介
　東谷 充さんの略歴をご紹介いたします。

　お生まれは、1972 年の 7月 6 日、現在 49 歳。

　最終出身校は、東海大学です。

　お生まれは、横浜市旭区

　現在は、泉区に住まれ、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、建設業 電気工事で鶴ヶ峰本町

で東栄電設株式会社を営んでおります。

　推薦者は、北澤正浩です。

　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。
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■バッチの進呈

▶東谷　充会員ご挨拶

　皆様今日は、東谷　充（トウヤミツル）と申
します。東栄電設で電気工事事業を営んでおり
ます。
　北澤会長からお声をかけて頂き、ロータリー
クラブというものを初めて知り、奉仕活動とい
うことが気になりました。私も地元が旭区でご
ざいまして、何か出来ないかという事で、これ
から頑張っていきたいと思いますので、皆様よ
ろしくお願いします。
■ RL １終了証　　　　　　　　　   新川会員

■公共イメージ／雑誌紹介　　　　田川富男　
　横組７ペ―ジには 3月号の特集として「水と
衛生月間」を掲載しています。それは、グロ―
バル補助金の重点分野の基本方針「基本的教育
と識字率向上」「疾病予防と治療」「経済と地域
社会の発展」「母子の健康」「平和と紛争予防／

紛争解決」「水と衛生」項目の中にあり、各地
域ロ―タリ－に於いてての活動が記載していま
す。
　横組み１７ページには「夢をつなぐ」と国際
ロ―タリージェニファー・ジョーンズ会長エレ
クト（カナダ RC）の「多様で活気あふれる未
来のロ―タリ―が掲載しています。その中で初
の女性 RI 会長誕生はロ―タリ―にとって何を
意昧しますか……と記載しています。当然です
が女性だからとの理由では無いことは解ります
が、ロータリーが変わる予感がします。感じる
のは自分だけでしょうか。
■ニコニコ BOX
安藤　公一／①東谷さんご入会おめでとうござ
います。これから宜しくお願い致します。②田
川さん卓話宜しくお願いします。
新川　　尚／①田川さん卓話宜しくお願いしま
す。②東谷さん、ようこそ。
田川　富男／①東谷さん入会おめでとうござい
ます②久しぶりの一般卓話です。大切な時間を
いただきまして、ありがとうございます。出来
るだけ頑張りますが内容が薄いので申し訳けご
ざいません。
五十嵐　正／①東谷さんの入会を祝って。ご入
会おめでとうございます。②田川さん本日の卓
話よろしくお願いします
岡田　　隆／①東谷さん、ご入会おめでとうご
ざいます。よろししくお願い致します。②田川
さん本日の卓話、よろしくお願い致します。
関口　友宏／①東谷さんのご入会を祝して②
77 年前の今日を忘れません。小学校１年生の
時、東京大空襲で九死に一生を得ました。
平子　智章／①東谷さんご入会おめでとうござ
います。②田川さん本日の卓話宜しくお願いし
ます。
北澤　正浩／①東谷　充さん、ご入会おめでと
うございます。②田川さん卓話楽しみにしてお
ります。
市川　慎二／①田川さん、卓話宜しくお願い致
します。②東谷さん、ご入会おめでとうござい
ます。
二宮　　登／田川会員本日の卓話楽しみにして
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んだことない人はいないと思います。 水戸黄門
さまの印籠と同じく、定番中の定番ですが、こ
のお約束には様々なバリエーションがあります
が、 最終的に残り数秒の状況で、 主人公が何色
のコ ー ドを切ればいいのか分からず、 BGM の
緊張が高まる中、 ランダムに切って 事なきを得
るというのが典型パターンでしょうか。それで
は選択して「赤を切るか青を切るか」を考えま
す。どちらかを選ぶは選択する行為です。
　「選択」とは、 複数の中から、 よいもの、 目的
にかなうものなどを選ぶこと。 「選ぶ」は「柔
らかい語感がある和語」の言い方であり、 「選
択する」のほうは「硬めの語感がある漢語」の
言い方であるという違いがあります。 その語
感 ・ ニュアンスの違いから、 「選ぶ」は「日常
生活の話し言葉」で使われ、 「厳密ではない軽
い感覚で一つを抜き取る」の意味を持ちます。 
　「選択する」は「やや硬い印象の書き言葉」
で使われ、「選ぶ」と比べると「フォーマルな
場面で選ぶこと ・適切なものを選ぶこと（適切
でないものを捨てること）」を示唆している違
いがあります。
　「赤のコ ー ドを切るか、それとも青のコ ード
ドを切るか？」このスリリングな展開を最初に
持ち込んだのは誰かです。インターネットで実
はこの疑問に関しては、 既に明確な答えが出て
いました。 それは、 選択肢と言う選択にありま
す。
　「選択」と「選択肢」どちらも「選ぶ」こと
に関係した言葉で「肢」があるか、 ないかの違
いです。
　実は、 この「肢」の有無で意味が全く違って
くるようです。
　選択肢から考えると「赤」「青」のコ ー ドは

います。
太田　勝典／①東谷様入会おめでとうございま
す。②田川さん卓話楽しみです
内田　　敏／①田川さん本日の卓話楽しみにし
ています。②東谷さん入会ありがとうございま
す。
佐藤　真吾／東谷さん入会おめでとうございま
す。
■卓話 / ロータリアン　　　　田川富男会員　
　久しぶりの一般卓話です。この様な時期です
ので、あまりむずかしい題材を避けたいと思い
まして今回の題に致しました。その為、内容的
に軽い卓話ですみません。
　旭ロータ ークラブも 50 周年と言う節目の年
が過ぎ、未来に向けて最善の岐路を取ることが
出来時でしたが、コロナウイルス感染の影響が
前をふさがれましたが、徐々に以前からの平静
に戻って来ていると思います。
　そして、若い世代では 3 月に入り卒業のシー
ズンとなり、 4 月には入学などの新生活が始ま
ることになります。
　個人的には変化の無い年月が過ぎています。

「皆さんはどうですか」それでは多少の変化を
求めて卓話に入ります。

【時限爆弾爆発まで残り 1 0 秒】
　爆弾解体班との通信も雑音が入り、よく聞き
取れない状況。周囲にいる人質は地面に身を伏
し出します。 主人公のあなたは、 もう一か八か
でコー ドを切るしかありません。その色とは、 
赤か青か……？
　今、 誰が赤 ・ 青を選び判断するのかです。 
会員を守り、そして運命が掛って おりますの
で正しい決断が必要ですので、会長が選び切
るのが一番良いと考えて います。「会長、選
んでください」 そして 切って下さい。 ロ ー
タリアンですから、寛大な心で受け取りま
すので「どうぞ」安心して切ってください。 
　当然です。 全員の運命が掛って居ますので、 
簡単に選ぶ選択をする事はできません。
　この「色付きコ ー ドを切るお約束」 は様々な
映画 ・ 海外ドラマで出てくるお約束です。 筋
書きの鉄板中の鉄板なので、 一度も見たこと読
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選択項目の一つで、まだ沢山の選択が生まれる
ことが出来ます。箇条書きで言えば ①赤を切る。
②青をきる。③赤・青を同時に切る。④両方と
も切らない。⑤別のコ ー ドを探す。最後に⑥
逃げる。（一番に安全な方法） などといった考え
が発生します。
　選択肢で間違えた選択をして選ぶと映画は台
無しになります。 例えれば、 水戸黄門の印籠を
先に出して、悪代官に反省を促して良いお代官
さまになりめでたし、 めでたし？長寿番組は無
理ですね。
　ただ、 その選択をして先に「葵の紋」を出し
ても反省しない悪代官で、長寿番組を堅持して
いる映画が有ります。それは【あばれん坊将軍】
です。
　「選択」とは、 複数の中から、 よいもの、 目的
にかなうものなどを選ぶこと。
　「選択肢」とは、ある質問に対し、その中か
ら選び出せるように用意された複数の項目、 ま
た、 自分の行動などに対し自分が選び出せる複
数の項目のこと。
　「選ぶ」という行為が 「選択」です。 「選択
肢」は、 「選ぶ」行為のことではなく、その選
ぶ対象となる複数の 「回答」のことです。それ
から、 「選択肢」は必ず質問に対する回答とは
限りません。 自分の行動などに対し、 自分が選
び出せる複数の項目も「選択肢」といいます。 
　この「選択肢」は、 誰かがあらかじめ準備し
た項目ではありません。あくまでも、 自分で考
えて項目を設定することになります。
　赤 ・ 青のカットシーンではブルース ・ ウィル
スのダイ・ハートやテレビ映画の古畑任三郎と

木村拓哉のカット場面も印象的でした。 まだま
だ有るとは思いますが…
　ところで、 観ている方も手に汗握り、 イヤで
もサスペンスが盛り上がると言う、 アクション
映画には欠かせな い重要なシーンとは言えま
す。 ところが先日、 たまたまこの手の映画を見
ていた時、ふとある疑問が涌きました。
　「そう言えば、この設定を最初に持ち込んだ
映画って、何だったのか？」
　「赤のコ ードを切るか、それとも青のコ ー 
このスリリングな展開 を最初に持ち込んだ映画
は何か？インターネットで実はこの疑問に関し
ては、既に明確な答えが出ていました。
　この「赤と青の ジレンマ」を最初に映画で描
いた作品は、 1975 年日本公開のリチャード・
レスター監督によるイギリス映画、 「ジャガー 
ノ ート」だとされていました。
　ここまでで、 「あれ、007 ゴールドフィンガー
の方 が先じゃ無いの？」 そう思った方はかなり
の映画マニア！
　確かに 「ゴールドフィンガー」のクライマッ
クスでも、爆発寸前での 爆弾解体シーンは出て
来るし、タイマーギリギリで解除成功！となる
のだ が、残念ながら赤と青どちらを切るか？と
いう描写では無く、実は 「ゴールドフィンガー」
の場合、他の色も混じった複数のワイヤーの束
をボンドが引き抜こうとした時、脇から爆弾の
専門家が現れて、おもむろにタイマーの進行を
止めるスイッチを切る、 という展開。 しかもタ
イマーの数字が僅か７秒前で止まって、 カウン
ターの表示が「007」になるという素晴らしさ！
更に、 最後の段階でこうした意地の悪い選択を
用意することで、 犯人の異常性や偏執的性格を
表現する効果もあるなど、 スリルを盛り上げる
以外にも、映画自体に深みを与える効果は極め
て高いと言えます。
　まとまりの無い卓話になり申し訳ありません
でした。
■次回卓話／３/23 災害復興フォーラム
　古谷明弘様（横浜市消防局　旭消防署署長）


