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■司　　会　親　睦　北澤　正浩
■開会点鐘　会　長　安藤　公一
■出席報告

■オンライン　市川
■本日の欠席者　
田川、東谷、宋、中谷、平子、福村
■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　新型コロナ第 7 波の収束の見通しは未だ立っ
ていませんが、今まさにピークを迎えつつある
という感じでしょうか。今まで通りの感染対策
を続けていくしかなさそうです。一方、連日の
35℃越えの酷暑はお盆明けまで続きそうです。
医療体制の逼迫を回避のためにもコロナ感染予
防対策と同時に熱中症予防対策も怠らず続けて
行きたいと考えています。栄養補給、睡眠、こ
まめな水分補給が大切ですね。一人一人の少し
の努力で日夜を問わず治療にご尽力なさってい
る医療関係の皆さんの負担を軽くできるはずで
す。とにかく元気でこの夏を乗り切りましょう。
　8/6、8/9 と広島・長崎の 77 回目の原爆記念
日を迎えました。原爆被害に遭われた皆様の鎮
魂とご冥福をお祈り申し上げます。
　様々なニュースでも報道されていた「長崎を
最後に」は、地球上全人類の希望です。こんな
中で未だ日々の戦闘が続いているウクライナに
平和が一日も早く訪れてくれることを祈らずに

はおられません。明日は山の日で、国民の休日
です。御巣鷹山に日航ジャンボ機が墜落し 520
名もの被害者をだしたのが、今から 37 年前
1985 年 8 月 12 日でした。これに配慮した形
で 1 日ずらして制定されたと聞いたことがあり
ます。
　変わって、明るい話題としては、全英女子オー
プンゴルフでの渋野日向子選手の奮闘。結果は
プレーオフ進出に 1 打足りずの 3 位でしたが、
先週まで 8 戦中 6 戦で予選落ちという状態の中、
よくぞ復活という感じでした。
　一方、国内ツアーでは 36 歳、昨年出産した
横峯さくら選手の頑張りも注目されました。惜
しくも優勝とはならなかったものの最終日に
ビッグスコアをだして 2 位に食い込みました。
ママになってもますます頑張る姿に勇気をもら
える方は多いと思います。
　そして始まった全国高校野球、市立船橋高校
吹奏楽部オリジナルの「市船ソウル」で見事に
逆転勝ち。応援の力の凄さを感じました。神奈
川県代表の横浜高校も順調に 1 回戦を突破し
て、2 回戦に駒を進めています。
１）8/19 青少年奉仕委員長会議に新川さんが
ご参加頂けます。
２）9/6 地区の米山記念奨学金委員長会議に内
田さんがご参加頂けます。。
▶クラブ関係
３）9/14 ㈬例会時に第 3 回クラブ協議会を佐
藤ガバナー補佐（新横浜 RC）の下、開催します。
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本日の出席数  　  １３名会員数　 　   　 ２０名

本日の出席率    65.00％ 修正出席率        70.00％
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４）9/28 ㈬例会時に志村ガバナーが来訪され
ます。
５）既にご連絡申し上げていますが、お盆休会
が 1 週間ずれます。理由は二俣川ライフが 17
日お休みで当会場が使えないので 10 日に例会
を行い、17 日は休会となります。
■友の紹介　　　　　　　　　　内田　　敏
　ロータリーの友誌を簡単に紹介します。
▷横組７頁から女性会員を増強しようと云う関
連記事。
女性会員のアンケート結果が掲載されている。
１、女性会員の増強・維持に必要な事。
２、女性会員に立ちはだかる壁など。
10 頁　回答数 1,155 件
　入会時にクラブに女性会員がいたクラブ約８割
　ロータリークラブ入会はハードルが高いと
　思っている人　約５割強
11 頁　女性の入会のハードルを高くしている
要素　回答数 611 件
最多は    「男性中心であること」    342 名
　　　　「入会金・年会費」　　　 291 名
　　　　「家族の理解を得ること」281 名等
12 頁　世界の女性会員比率
世界　会員数 1,209,235 人　クラブ数　37,130
女性会員数は約 25％で 30 万人

（国別）　　　     （会員数）　　  （クラブ数）　 　（率）

ケニア　　　  3,318 人           112   53％ 
アメリカ　 285,421 人　    7,408　　 34％
韓国　　　　68,466 人　　1,705　　 24％
日本　　　　84,684 人　    2,225　　 7.3％
日本の女性会員比率 219 か国と地域中 217 位
現在女性会員の世界の平均約 25％を、22-23
年度 RI 会長は 30％にすると発言。
▷ 14 頁から　国際大会について
　2022 年 6 月 4 ～ 8 日まで、2019 年以来対
面での国際大会がヒューストンで開催、127 の
国と地域から 11,181 人が登録。日本人登録者
は 498 人その他アメリカ 5,959 人、フィリピ
ン 672 人登録。その他国際大会に関連した記事
が掲載されております。
▷ 18 頁　米山だより
ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識として
１，米山記念奨学会とは（主に財源は会員の寄
　　付で成立っている、奨学財団）
２，外国人留学生を支援

３，始まりは世界平和の思いから
４，特長は世話クラブ、カウンセラー制度
５，奨学金の種類と特徴等の説明が掲載
　10 月は米山月間　財団への寄付の協力をお
願いします。
▷縦組み４頁から　千葉県のいすみ鉄道㈱の元
社長鳥塚亮さんの危機を乗り越える夢と戦略。
ローカル線は経営難が多い中、鉄道を上手に使
うことによって会社も地域も栄えると云う、第
2770 地区合同 IM 講演の記事掲載。
▷ 17 頁　友愛に広場
　横浜港北クラブ桑原　薫さんの奥深い「ロー
タリー綱領」の第１項についての記事が掲載。
是非ロータリーの友誌を読んでください。
■ニコニコ BOX
安藤　公一／大樹さんのイニシエーションス
ピーチ宜しくお願いします。
新川　　尚／関口大樹さん、イニシエーション
スピーチ楽しみです。
関口　大樹／コロナの自宅療養が終わり、本日
から例会に参加させていただきます。よろしく
お願いします。
関口　友宏／ 48 年前を思い出し、オヤジの方
が緊張しています。
五十嵐　正／関口大樹会員のイニシエーション
楽しみにしております。
内田　　敏／関口大樹さん入会ありがとうござ
います。本日のイニシエーション楽しみです。
よろしくお願いします。
二宮麻里子／関口大樹さんイニシエーションス
ピーチよろしくお願いします。
佐藤　利明／関口大樹君のイニシエーション楽
しみにしてます。
岡田　　隆／関口大樹さんイニシエーションス
ピーチ楽しみにしています。
佐藤　真吾／関口大樹さんのイニシエーション
スピーチ楽しみです。
北澤　正浩／関口大樹さんのイニシエーション
スピーチを楽しみにしております。
■イニシエーションスピーチ　　関口大樹　
　改めまして、みなさんこんにちは。7 月より横
浜旭ロータリークラブに入会させていただきまし
た、株式会社カナエルの関口大樹と申します。本
日はイニシエーションスピーチの機会をいただ
き、ありがとうございます。本来であれば 7 月
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27 日にお話をさせていただく予定でしたが、私
自身がコロナに感染してしまい、本日お話をさせ
ていただくこととなりました。本日は、私の自己
紹介とロータリークラブヘの思いをお話させてい
ただければと思いますので、よろしくお願いします。
　イニシエーションスピーチの前に、今回のコロ
ナ感染についてお話をさせていただきたいと思い
ます。まず初めに小学校 5 年生の長男が 7 月 17
日に発熱し、内科クリニックでの PCR 検査で陽
性が判明しました。ちょうど学校でも陽性者が出
ているということは聞いてましたので、学校から
もらってきたのではないかと思います。長男は部
屋を隔離して生活をしていましたが、長男が発症
した 6 日後に、妻と 2 歳になる次男が発熱し、陽
性となりました。現在流行しているオミクロン株
の場合、2 日から 3 日以内に感染することが多い
と間いていましたので、6 日後の発症はまさかと
いった感じでした。そして、妻と次男が発症し
た 2 日後に私が発熱し、結果的に家族全員が陽性
となってしまいました。私の症状ですが、38 度
超えの熱が 3 日間続き、その後微熱が 2 日程残
りました。私は基礎疾患が無く重症化はしなかっ
たものの、熱が下がってからは痰絡みの咳がひど
く、約一週間続きました。また、長男の発症から
5 日後の療養明けに私は 1 日だけ会社に行きまし
たが、その翌日からまた自宅待機となり、通算す
ると約 20 日間外に出ることが出来ず、なにより
もその状況が耐え難いものでした。子供逹は発症
から数日であっという間に元気になったものの外
には出られず、家族全員がイライラしてしまう状
況でした。今回の家庭内感染を受けて、改めてコ
ロナが他人ごとではないということを実感しまし
た。いつどこでもらってきてもおかしくない状況
ですが、収束するまでは感染対策を怠らず、予防
に努めたいと思います。
　それでは、改めまして私のイニシエーション
スピーチを始めさせていただきます。私は 1982
年 6 月 27 日に生まれ、先月 40 歳になりました。
生まれは旭区西川島町で、現在は旭区中白根の一
戸建て住宅に妻と小学 5 年生の長男、2 歳の次男
の 4 人で暮らしています。趣味はサーフィンと子
供のサッカー観戦です。サーフィンは 18 歳の頃
から始め、今は休みの日に時間があれば家族と一
緒に湘南や千葉、伊豆下田などの海に行きます。
結婚前は、金耀日の夜に仕事が終わると車にサー

フィン道具と布
団を積み、良い
波を求めて仲間
と泊りがけで悔
に 行 き ま し た。
良い波に乗るこ
とが出来たあと
のビールと温泉
は最高です。私
の家族も海が好きで、夏から秋にかけては一緒に
サーフィンやボディーボードを楽しんでいます。
陽が昇る前の早朝に家を出て暗くなるまで海で遊
び、夜は海鮮など地のものをいただき、温泉に入っ
て汗を流してから家路につきます。海に行き、波
が来るのをプカプカ浮いて待っていると、心が洗
われ、とても幸せな気持ちになることが出来ます。
おそらく、これから年を重ねていっても、この感
覚を求めて海に通い続けるのだと思います。ちな
みに、サーフィンは 20 年続けていますが、始め
たころから腕前はあまり変わっていません。
　もう 1 つの趣味である子供のサッカー観戦につ
いて、お話をさせていただきます。現在小学 5 年
生の長男は地元のサッカーチームに所属し、士日
のどちらかはサッカーの試合が入っており、私が
車で送迎しています。遠征で他県に行くこともよ
くあります。学校に行く前に一緒に朝連をしたり、
二人三脚でやってきましたので、試合になるとつ
いこちらも熱くなってしまいます。一生懸命ボー
ルを追いかけている長男を見ていると、自分も負
けていられないという気持ちになります。中学校
に上がったら毎回試合に一緒についていくことは
出来ないので、小学校を卒業するまでの残り 1 年
半は近くで応援してあげたいと思っています。
　話は変わりますが、私の生い立ちについてお話
をさせていただきます。地元の鶴ヶ峰幼稚園と
鶴ヶ峰小学校を卒業後、中学受験をして私立横浜
中学校へ進学しました。横浜中学校は、高校野球
で有名な横浜高校の付属校になります。春夏連覇
を果たした松坂投手は私の 2 歳上で、学校の食堂
で何度かお会いしたことがあります。甲子園連覇
で有名になる前から、「すごい選手がいる」と校
内では話題になっていました。実際に松坂選手が
出ている試合を見に行く機会はありませんでした
が、近くを通った時に一般人とは放っている雰囲
気が別次元だったことを今でも覚えています。
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　横浜中学校を卒業後、本来であればそのまま横
浜高校に進学するのが通常の流れですが、私は両
親に無理を言って再度受験をさせてもらい、青山
学院高等部に入学しました。理由としては、横浜
高校は男子校だった為、高校はどうしても男女共
学の学校に行きたかったからです。青山学院高等
部では、3 年間軽音楽部に所属しました。
　見よう見まねでドラムを始め、同学年の友人と
バンドを組み、学校の文化祭やライブハウスで
ライブを行いました。当時はビジュアル系バン
ドというものが流行っていて、私は XJAPAN の
yoshiki に憧れ、ドラムを始めました。バンド活
動の思い出はたくさんありますが、その中でも校
内のオーディションに勝ち抜いて全校生徒の前で
演奏したことが記憶に残っています。
　高校を卒業後は、青山学院大学の経営学部経営
学科に進学しました。 1・2 年生の時は厚木キャ
ンパスに、 3・4 年生の時は渋谷キャンパスに通い
ました。大学では、主にマーケティングについて
学びました。ちょうど大学に進学する頃、現在の
趣味でもあるサーフィンに出会いました。大学に
は週 4 日ほど通い、休みはほとんどサーフィンを
していました。コンビニで夜勤のアルバイトをし、
稼いだお金はサーフィンのガソリン代に消えてい
きました。そんなキャンパスライフを送っていま
したが、大学 3 年生になる頃、周りの友人は就職
活動を始め、「どこどこの大手企業の会社説明会
に行ってきた」といった話を聞くようになり、自
分はどうしようかと考えるようになりました。大
学の就職相談コーナーに行き、初めのうちは「大
手企業に勤めたらかっこいいなあ」と思っていま
したが、長く勤めることを考えると地元神奈川で
自分のスキルを発揮できる企業に勤めたいという
方向に考えがシフトしていきました。そうなると、
自然と「父が創業した会社に入りたい」という思
いが強まっていきました。
　大学を卒業後、父が社長を務める「株式会社カ
ナエル」に入社しました。入社後は、1 年半ほど
大阪や相模原の取引企業に出向し、仕事の仕方を
学びました。カナエルに戻ってからは、プロパン
ガスを供給しているお客様のエリア担当として、
ガス器具の故障対応などを行いました。私が担当
させていただいたのは旭区や緑区などの会社から
近いエリアが中心で、長年に渡って当社のガスを
ご利用いただいているお客様も多くいらっしゃい

ました。特に旭区エリアはご年配のお客様も多く、
電球の交換など、様々な案件を担当させていただ
きました。迅速な対応を心がけるようにし、お客
様のお困りごとを解決する為に尽力しました。お
客様から感謝の言葉をいただくことが、何よりの
やりがいとなりました。
　現在は総務部の部長として、人事や労務関係の
責任者を務め、社員が働きやすい環境作りを目指
しています。この 2 年半の新型コロナ流行により、
会社を取り巻く環境は大きく変わりました。当社
ではこれまでに社内クラスターは発生していませ
んが、今回の第 7 波により、社員やその家族が感
染したり濃厚接触者になるパターンが急に増えて
きました。実際に陽性になってしまうと、10 日
間は出社することが出来ませんので、周りの社員
がフォローをしながら業務を進めていくことにな
りますが、いざとなると担当者しか分からない業
務も多くあり、あたふたしてしまいます。社員が
お互いの業務を把握し、感染者が出てもフォロー
することが出来る準備をしておくことが大切だと
感じています。
　話は変わりますが、ロータリークラブヘの思い
をお話しさせていただきます。7 月 6 日の例会時
にお話しさせていただきましたが、横浜旭ロータ
リークラブのイベントには私が幼い頃から参加さ
せていただき、その当時にクラブ会員のみなさん
がとても優しく接してくださったのを今でも覚え
ています。子供が生まれてからは、何度かクリス
マス会に参加させていただき、その際は私だけで
はなく妻や子供にもみなさんから暖かい言葉をか
けていただき、以前から「いつかは自分自身もこ
の輪の中に人らせてもらえたら」と考えていまし
た。今回、入会をさせていただき、その希望をか
なえることが出来てとてもうれしく思います。40
歳という節目の年齢を迎えた今、自分を育ててく
れた地域への恩返しの思いを込めて、ロータリー
クラブの活動に携わっていきたいと思います。皆
様にもご迷惑をおかけすることがあるかと思いま
すが、何卒よろしくお願いいたします。
　以上をもちまして、私のイニシエーションス
ピーチとさせていただきます。本日はお時間をい
ただき、ありがとうございました。
■次週卓話　
８/31 休会　　
9/7 社会奉仕フォーラム岡田会員


