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「神奈川働き方改革推進支援センター」
派遣型専門家による働き方改革とは
岸
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委員会
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令和 2 年 2 月 1 日（土）
点

鐘：鈴木

合

唱：我等の生業

会

員

康昭  会   長

数

47（38）名

本日出席率

78.57％

本日出席数

33（29）名

1／18分修正出席率

78.37％

◎今週メークアップへ行った会員
１／ 27 河北南ロータリークラブ（髙作会員）
１／ 30 横浜南陵ロータリークラブ（渡邊義隆会員）

厚子

会員

≪会長報告≫

鈴木

康昭

会長

１．本日例会後 18：00 より、中華街にあります「友酒家」
（とさか）にて、新会員（澤田美穂子会員・井原裕
一会員）歓迎会が開催されます。岸親睦活動委員長

◆次回（2020 年 2 月 15 日（土））例会予告◆

小児医療の光と影〜今後の展望
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ
代表理事 細谷 亮太 様

「明日に架ける橋」

おおきなのっぽの古時計
おじいさんの時計
百年 いつも動いていた
ご自慢の時計さ
おじいさんの生まれた朝に
買ってきた時計さ

いまは もう 動かない
その時計
百年 休まずに
チク タク チク タク
おじいさんと いっしょに
チク タク チク タク
いまは もう 動かない
その時計
本日の
BGM

いたします。

≪幹事報告≫

藤田

伸哉

幹事

１．本日、例会後、10 階にて第８回理事会が開催され

大きな古時計

《合唱歌詞》

をはじめ、ご出席いただきます皆様、宜しくお願い

ます。ご出席の理事・役員の方々宜しくお願いいた
します。
２．今月の次年度理事会は、2 月 15 日開催となります。
３．次回２月８日の例会会場は 2 階となります。お間違
えの無いよう宜しくお願いいたします。
４．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細
は事務局にお問い合わせください。

≪委員会報告≫

・米山記念奨学委員会
萩生田 義久 委員長
髙橋常男・萩生田義久、各会員よりご寄付を頂きました。
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≪卓話≫

校まで進学することが出来ます。
ただ、モデルの活動が忙しくなって来た時、母親から、

イニシエーションスピーチ
新会員

澤田美穂子

会員

モデルの仕事を続けたいか聞かれ、私は、学校のほうが
好きだと答えたそうです。
そこで、小学校中学年くらいで、モデル活動は止める
ことになりました。
そして、私は、高校まで、14 年もの間、お茶の水女
子大学の敷地内で過ごしましたが、私の様な者のことは、
「お茶漬け」と呼ばれたりします。
勉強に関してですが、私は、小さい頃から、勉強する
ことが好きな方だったと思います。
高校３年生になり、どこの大学を受けようかとなった
とき、友人が、掲示板に、指定校推薦の紙が出ているこ
とを教えてくれました。

１．はじめに

指定校推薦とは、簡単に言うと、各高校から１名の推

みなさん、こんにちは。
昨年 12 月に入会させていただきました、澤田美穂子

薦者を決めて応募すると、面接や小論文で合否が決まる
というものです。

と申します。

私は、学校の勉強は得意な方でしたが、これまで、
「お

本日は、貴重なお時間をいただき、本当にありがとう

茶漬け」であり、
幼稚園の時のウサギさんに食パンとドー

ございます。
せっかくいただいた機会ですので、私のことを少しで

ナツをあげて以来、受験というものを経験してこなかっ
たこともあり、一般受験をしても、現役合格は難しいだ

も知っていただけたらと思います。

ろうと思っていました。
そこに、降って湧いた様に指定校推薦の話があり、晴

２．生い立ち
私は、母親の実家がある愛媛県今治市内の病院で誕生

れて早稲田大学法学部へ入学することが出来ました。
父親が早稲田大学の OB であったことから、小さい頃

しました。
といっても、私自身は愛媛県内ではなく、東京の新宿

より、野球、ラグビー、箱根駅伝など、あらゆるスポー
ツで早稲田を応援してきたこと、また、自宅から歩いて

区で生まれ育ちました。
まだ、お受験戦争などという言葉が無かった時代に、
私は、お茶の水女子大学附属幼稚園に合格して、入園す

行ける距離にあったことから、早稲田での学生生活も、
非常に楽しく過ごすことが出来ました。

ることになりました。当時のことは、あまり覚えていな
いのですが、1 つだけ覚えているのは、
「（ぬいぐるみの）

３．弁護士になるまで

ウサギさんがお腹を空かせています。何か食べさせてあ

私が法学部を選んだ理由は、大学では新しいことを学

げて下さい」という問題が出て、私は、人参をあげよう

んでみたいと思ったからであり、入学当初から、弁護士

と探したのですが、人参はあっという間に他の子に取ら

になりたいと思っていた訳ではありませんでした。
しかし、大学に入ってみると、司法試験の勉強をして

れてしまい、美味しそうだった（紙粘土で出来た）食パ

いる人が沢山いて、私も、何となく、受けてみようかな

ンとドーナツを、ウサギさんにあげたことです。
試験が終わってから、この話を母親にしたそうで、母

と思う様になりました。
そして、司法試験を受験しようと決意しますが、先程

親は、
「この子は不合格だわ」と思ったそうです。
私は、この頃、モデルクラブに所属し、子役でテレビ
CM に出たり、雑誌やチラシに載ったりしていました。
私の中で、撮影は、お稽古に通っているくらいの感覚

お話しした様に、大学受験も戦わずに来てしまった私に
とって、司法試験は難易度が高く、試験勉強を続けてい
けるのか悩んだ時期もありました。
そんな時、司法改革の一つとして、法科大学院（ロー

で、とても楽しかったです。
この頃、撮影のたびに、周りは知らない大人ばかりの

スクール）が出来ることになったのです。
私は、ロースクールは、私にはピッタリだと確信し、

中で過ごしたこともあり、自然と、人見知りをしなくなっ

ロースクール受験をし、大学と同じく、早稲田大学の大

たのかなと思います。
ちなみに、私の出演していた CM は、まだ、YouTube

学院に入学することが出来ました。
ロースクールの一期生であり、制度も固まっていな

で見ることができるので、見つけて下さると嬉しいです。
お茶の水女子大学の付属校は、基本的には、女性は高

かったため、不安もありましたが、教授陣を信じて、ロー
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スクールで出来た友人と励まし合いながら３年間通い、

しかも、ほとんどの方が、巨人を応援していました。

卒業後、試験までの１か月少しは、毎日自習室に通い、
合格することが出来ました。

しかし、私は、この日のために実家より持ってきたベ
イスターズのメガホンを取り出し、仲間４人と共に、ベ

試験に受かると、司法修習生として、１年間、全国の

イスターズの応援を楽しみました。

裁判所に配属されます。

すると、隣りのスペースに座っていた、ちょうど両親

希望する地域を６つかけたのですが、その時、第１希
望に書いたのは、横浜でした。

くらいの年齢のおじさま、おばさまに声を掛けていただ
き、手作りのおかずやお漬け物、お菓子などを、沢山い

しかし、実際に配属されたのは、第６希望に書いた山

ただきました。

形でした。

話をしている内に、巨人を応援していたおじさま方は、

初めての一人暮らしが雪国で本当に不安でしたが、山
形の人たちは、とても優しく、１年後、山形を離れるの

ベイスターズを一緒に応援してくれるようになり、試合
が終わる頃には、すっかり仲良くなっていました。

が辛くなる位でした。

試合後、記念撮影をし、撮った写真の送り先として、

山形での生活にも慣れてきた頃、山形でプロ野球の試
合をやるというニュースを耳にしました。

一人の女性の住所をお聞きし、後日、プリントしてお送
りしました。

まだ、東北楽天イーグルスが無かった当時、山形での
プロ野球の試合は、数年に１回だったと思いますが、そ

これがきっかけとなり、みなさんとの文通が始まりま
した。

の試合は、偶然にも、私の応援している横浜ベイスター
ズ対巨人戦だったのです。

夏には、さくらんぼを送って下さり、電話で私の体調
を気遣ってくれました。

ここで、私がベイスターズファンになったきっかけを、
少しお話しします。

そんな年月を繰り返し、３年前、懐かしの山形の球場
で、ベイスターズが試合をやることになりました。

私は、父親の影響で、小学生の頃から、夏休みには高
校野球を見ていました。

私は、９年振りに、おじさま、おばさまに会いに行き、
一緒に野球観戦をし、本当に楽しいひとときでした。

高校野球のはつらつとしたプレーと、プロ野球のダラ

翌日、
おじさま方は、
「またいつで帰っておいで」と言っ

ダラしたプレーを比べてしまい、プロ野球は好きになる

て下さり、
山形を「第二の故郷（ふるさと）
」と思えるきっ

ことが出来ませんでした。

かけの一つである素晴らしい出会いに、心から感謝しま

そんな時、高校で友達になった子から、プロ野球も面

した。

白いから観てみてと勧められました。

１年足らずの山形での生活では、本当に多くの出会い

食わず嫌いのようにプロ野球はほとんど観ていなかっ

があり、多くの優しさに励まされ、より、直接、身近な

たのですが、友達の勧めもあり、ジャイアンツ以外のチー

人の力になりたいと思い、弁護士を志すきっかけとなり

ムの試合をやっていないか、チャンネルを回してみまし

ました。

た。

日本酒の美味しさを知ってしまったのも、山形です。

すると、偶然、テレビ神奈川が映り、その時、ベイス
ターズ対タイガースの試合をやっていました。

このように、山形での良い思い出を胸に、2008 年 12
月より、私は、弁護士となりました。

何となく見始めると、ベイスターズのピッチャーが、

数日前、倒産してしまった大沼デパートから徒歩数分

バッターとしても活躍しており、高校野球のように、活

の所に住んでいたため、地下の食料品売場は、よく通っ

き活きとしたプレーをしていました。

ていましたので、ニュースを聞いたときは、とてもショッ

プロ野球でも、こんな球団があるのかと、私は、横浜

クを受けました。

ベイスターズが気になり始めました。
当時は、まだ、インターネットで調べることが出来な

４．弁護士になってから

かったため、新聞記事と、雑誌から、ベイスターズの情

弁護士になってから、いくつかの事務所に所属し、あ

報を集め、次第に、ベイスターズファンになっていきま

らゆる事件を扱い、様々な経験をさせていただきました。

した。

私の特徴としては、２０１６年より、横浜ベイスター

これが、横浜ベイスターズが日本一になる２年前のこ
とです。

ズのファンフェスティバルで、
「弁護士澤田美穂子の法
律相談所」という企業ブースを出展していることが挙げ

話を山形に戻します。

られます。

山形でベイスターズの試合をやる当日、４人の仲間が
私に付き合って、一緒に球場に来てくれました。

ベイスターズファンの方々にも、弁護士という存在を
身近に感じていただけたら良いなと思って始めたもので

芝生の外野席に到着したら、周りは、地元の方ばかり、

す。
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そして、私の弁護士としての夢の一つは、プロ野球選

イニシエーションスピーチ
新会員

手の代理人になることです。

井原

裕一

会員

プロ野球選手の代理人は、日本の弁護士資格のある者
しかなれず、選手の年俸交渉などに関わることが可能と
なります。
女性として初めて、ベイスターズの選手の代理人にな
ることを目標に、今は、プロ野球選手の評価方法、規約
等についても勉強しています。
また、偶然にも、昨日、３年間お世話になった安田法
律事務所を退所し、本日付けで、日本大通り法律事務所
へ移籍しました。
いわゆるパートナーという形で入所することになりま
すので、これから、仕事の幅も、更に広げていきたいな
と思っております。

皆様こんにちは。先週、ちょうど旧暦の元日に入会さ
せていただきました、井原裕一と申します。
早速のイニシエーションスピーチという事で、人前で

５．私のこと

話すのはローターアクトで慣れてきたはずなのですが、

私の趣味は、色々あるのですが、野球観戦、旅行、美
味しいもの巡りなどです。

かなり緊張しておりますが、どうぞ宜しくお願い致しま
す。

野球観戦では、全国を巡りますが、これは、旅行と兼

私は 1966 年３月に東京で生まれました。父は商社の

ねられるので、私にとっては最高の趣味かも知れません。

海外部門で建設関係の仕事に携わっていたので海外出張

気が向くと、ケーキやパン、和菓子を作ることもあり

が多く、しかも当時は社宅族で江東区から日ノ出町、そ

ます。

して町田市と引越しを繰り返し、私が 3 歳の時に金沢八

食べること、お酒を飲むことも好きです。

景の平潟湾沿いにあるマンションに落ち着きました。近

関内、日本大通り、馬車道近辺であれば、「食べログ」

くの幼稚園を経て鎌倉の清泉小学校、中学から大学まで

よりも精度の高いと自負している「さわログ」を是非使っ

は関東学院で過ごしました。

てみて下さい。

趣味は小さい時から鉄道はじめ乗り物が好きで、日ノ

お酒も好きですが、スイーツも好きですので、お酒で

出町に住んでいた時に横浜市電に乗った記憶がかすかに

もお茶でも、みなさんとたくさんご一緒させていただけ

あり、陸海空どんな乗り物に乗る時もその乗り物のデー

ると嬉しいです。

タを揃えてワクワクしながら乗っています。それからス

萩生田会員からお誘いいただくまでは、ロータリーク

ポーツは基本的にダメなのですが、スキーは別のようで、

ラブは敷居が高いと思っておりましたので、まさか私の

今年度ローターアクト幹事の山口君のお母様が私の中高

ような若輩者がロータリアンになるとは想像もしていま

同級生でスキー部で活躍されていたのですが、息子さん

せんでした。

の話題とスキーの話題では盛り上がります。

しかし、これもご縁だと思い、入会できたことに感謝
しております。

私とロータリーの繋がりのお話をします。関東学院に

これからも、色んなご縁、出会いを大切にしていきた
いと思っています。

入り、中１の６月だったと思いますが、同級生の谷内晋
君から誘われて例会に出たのがロータリーファミリーと

そして、自分だけでなく、周りの方々を笑顔にできる

の繋がりの始めでした。

ような活動ができれば良いなと思っております。

当時のインターアクト委員長は山本和俊先生や昨年末

今後とも、末永く、よろしくお願いいたします。

に亡くなられた塚本満さんでした。

つたない話をお聞きいただき、どうもありがとうござ
いました。

月２回の例会を基本に、伊勢佐木町の松坂屋前での野
菜チャリティーセールや、
中３の時から始まった合宿「ミ
ニライラ」に参加したり、企画する側にも立って貴重な
経験をさせていただきました。高２の時には、地区年次
大会を関東学院でホストして、塚本さんはじめロータリ
アンと近藤先生はじめ顧問の先生方が一丸となってのご
指導のもと、準備を進めた事もよく覚えています。
インターアクトを卒業する時には「追い出しコンパ」
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と名のついた送別会が毎年開かれていて、その時に先輩

例会の場で障がいについて、或いは介助の現場など様々

が来てローターアクトへ是非！という誘いを受けて何の

な事柄を学び、障がい者とボランティアのパートナーを

疑いもなく入りました。でも大学生の頃は例会には出て

一対一でペアにしてダンスパーティーを実行に移し、第

いましたが、遊び重視であまり真面目にやっていなかっ

一回を 1993 年に中区役所向かいの地下にあった寿宴で、

たように思います。

そして私は 1996 年に県民ホール裏のワークピア横浜で

その頃のローターアクト委員長は木下作重さんや小川

行ったときに実行委員長をさせていただきました。その

勝利さんといった方々でした。よく遊び、よく学べの時

時のロータリー会長は秋山豊さんでした。その年度は私

代でした。

が地区幹事を務めていたので午前中に地区協議会、午後

大学３年の時に父が突然亡くなりまして、その前に中

に地区の参加者有志にもパートナーになっていただき

３で既に母を亡くして兄弟もなく 1 人になった私の事

With を実施するという多少強行軍なプログラムを組み

を、皆さん心配して下さり様々な形で支えて下さったの

ました。

は本当に感謝すべき事でした。

そして 1996 年６月にローターアクトを卒業しました。

翌 1987 〜 88 年度にローターアクトの会長を歴任し、

卒業してからは時々現役のプログラムに出ながら、主

88 年４月から新橋にある機械式立体駐車場のメーカー

に OBOG と当時のローターアクト委員長だけで時々集

兼商社に勤め始めました。この頃はバブル景気の始まり

まって飲み会をしていました。今から 12 年ほど前にク

で仕事はとても忙しかったのですが、よほど残業が長引

ラブが 40 周年が近いから、と当時アクトを卒業したば

かなければ例会に出る事は出来ました。でもクラブの状

かりの豊岡さんから声がけがあり、アクト現役の屋形船

況は芳しくなく、私を含めてほんの 3 〜 4 名のメンバー

例会に参加しました。私は当時の現役メンバーは全く面

で、例会と言いつつ今後を考える理事会のような集まり

識がなかったのですが、そのタイミングで豊岡さんが急

を当時のコルニッシュの事務局や近所の喫茶店でしてい

に欠席する事になって「さて、知らない同士でどうやっ

た時期でもあります。その間に 20 周年を迎え、在籍会

て待ち合わせするんだ？」という不安を抱えながら桜木

員が 10 人にも満たないのにホテルニューグランドの旧

町駅の改札前で浴衣を着てそれらしい雰囲気を醸し出し

館で記念例会を行なうという、今から考えれば暴挙とも

ている若者たちに恐る恐る声をかけたのが、OBOG が現

言えそうな大胆な企画をして、ロータリーの皆様には「と

役と関わるようになるきっかけでした。とても楽しい屋

んでもない！身の丈を考えなさい！」というお叱りと「失

形船例会でしたし、翌年の 40 周年にうまく繋ぐことが

敗も若いうちしか出来ない、何でもやっておけ」と声援

出来たのではないかと思います。

を送って下さる方に二分しました。

それ以後の OBOG と現役の関わりは皆様が現在目に

そのうちに地区ローターアクトのお役目も回ってくる

しておられる通りです。

ようになりました。しかし今のように地区代表など出せ

さて、不定期で小学校時代の同級生有志で集まってい

る状況ではなく、また神奈川全県の 259 地区を現在のよ

るのですが、昨年２月に集まった中に横浜西ロータリー

うに横浜川崎と他の市町村に分割する時期と重なりまし

クラブの谷川公一君が居ました。彼から「ロータリーに

た。特に、当時は横浜川崎地区のクラブの人数や活動が

入らないの？」と聞かれて、自分がまだ雇われの身でと

弱く、地区ローターアクトまで運営出来ない！と地区

てもロータリーなんて立場ではないと考えている事、そ

ロータリーに食い下がり、地区分割がなされてもロー

してこれは軽い気持ちで答えたのですが「もし万が一、

ターアクトは無理やり合同で行事をやるような年度が 2

入る事になるなら横浜南ロータリーだろうね」と言い、

年ほどあり、地区のロータリアンの中にも「好き勝手な

それで終わったつもりでいました。

事だけやっているローターアクトなんかやめてしまえ」
という空気が少なからずありました。

ところが秋になって岸さんから突然呼び出されまして
「実は谷川さんと会って井原のことを聞いた」と話を切
り出されました。そして川﨑さんと共にいろいろと入会

のちに分割受け入れ派の地区代表に交代して横浜南も
少しメンバーが増えてきた頃に、当時の委員長から「何

条件などを整えた状態で入会しませんか？と勧められま
した。

かクラブの核になるイベントをやらないか？」というご
提案がありました。

でも心の準備も全くできていなく、その場では即答し
なかったのですが、しばらく頂いた時間を使って私が

主に身体に障がいのある人と健常者でペアになってダ

ロータリーに入るとしたらそれは何故なのか、自分は

ンスパーティー「With」を開くアイディアがそこから生

ロータリーで何をしたいのか、そして自分にはそれだけ

まれました。これにあたっては私のすぐ上の学年にあた

の時間的、経済的余裕があるのかを考えました。

る能勢達八さんと、私の 8 年後輩で、当時は地域作業所

そして次に、現役時代にお世話になった歴代ローター

で障がい者と共に活動していた山鹿茂登美さんを中心に

アクト委員長の多くが既に退会された事を思い起こして
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いました。それぞれ理由はあったと思いますが、ロータ

今の仕事についてお話しします。

リーもローターアクトも任意団体ですから、入るのも辞

京都で有名な MK タクシーが規制緩和で東京に開業す

めるのも自由と言えば自由です。しかし、今から自分も

るという話を聞き、前の会社を 10 年で辞めて 1998 年に

同じように辞めてしまう理由を抱えたままスタートする

東京 MK に入社して現在に至ります。京都では挨拶をき

などという事は絶対に避けたかったので、自分なりに出

ちんとして高いサービスを提供するタクシー、ハイヤー

来る形でロータリーと向き合うことを決意し、準備した

の会社として知られていますが、当時はとバスツアーに

つもりです。

乗るのが当たり前だった東京観光にもハイヤーの需要が

谷川君と同じ横浜西ロータリークラブには関東学院中
高の同級生、吉備カヨさんも居ます。それからここロー

あるのではないか、是非やってみたいと考えての転職で
した。

ズホテル様にも同級生が居ます。入会を決心したことを
話したら 2 人ともとても喜んでくれました。

まだバブルの後遺症が続く厳しい景気の時代に 3 年間
タクシー乗務をし、そののちハイヤーで 18 年半、会社

私にとっての入会の動機…同級生が何名か既にロータ

全体で外資系企業やベンチャー、そして続々建ち始めて

リアンとして活躍している事もそうですが、自分がイン

いた外資系ホテルを重点的に営業して、一応得意科目

ターアクトからローターアクトまでの約 18 年在籍して

だった学校英語をお客様に対する実践で磨きながら英会

活動していた期間が今でもとても思い出深く有意義で

話らしく成り立つまで仕立て上げて今の私の仕事があり

あったこと、そしてそれらが一つのロータリークラブと

ます。

ロータリアンの皆様に全面的に支えられて成り立ってき

私は企業専属ではくスポットでの仕事がメインです。

たこと、その後も OB として、時にはアドバイザーのよ

折しも外国人旅行客が急増している時期で１日１件は英

うに、時には現役メンバーと一緒に楽しませてもらう経

語の必要な仕事があります。都内だけでなく横浜や鎌倉、

験をさせてくれたロータリーに恩返しをしたい、それが

箱根や富士山の観光でのご利用もあります。

一番の理由であるという確信を得ました。

つい先々週も、山手やみなとみらいを中心に観光案内

この７月から RI の決定に基づき、ローターアクトで

してこの付近を走っていました。また、最近は会社内で

は 30 歳までという年齢制限が撤廃されるそうですが、

観光ハイヤードライバーの養成や、タクシードライバー

横浜南には、OBOG 会という現役の受け皿 ( とは言って

をハイヤーに乗れるように育てるレクチャー担当もして

も敢えて組織としてでなく任意の飲み会の延長線上の連

います。

絡会 ) があるので、今居るメンバーもそれぞれのタイミ

公的な資格としては東京観光タクシードライバーの公

ングで卒業してロータリーを含めた次へのステップを考

認資格、特区事業としての東京都通訳案内士、それから

えていく流れは変わらないと思っています。

交通安全実技指導員、これは事故発生のメカニズム研究

それに私のような者が 60 歳、70 歳になって OB で〜

や地域単位の交通安全指導などを茨城県ひたちなか市の

す！と参加するのも「痛い」事のように思えたので、こ

研修所に 1 週間詰めて受けた資格で、交通安全教室の講

のお誘いを機に OB としてもロータリアンの立場にシフ

師ができます…そうした資格を持っています。

トしようと決意した次第です。

私の会社は族企業なのでドライバー上がりから経営に
食い込むのはほぼ不可能です。

私自身の事についてお話しします。

平社員ロータリアンという異色の肩書きはしばらく続

1992 年に関東学院と同じ教派の教会繋がりのご縁で

きそうですが、タクシーは皆様にも身近な乗り物だと思

結婚をし、94 年に双子の男の子を授かりました。けれ

いますし、ハイヤーをもっと手軽に使えるようにしたい

ども当時、私がアクト活動にかなりのウエイトを置いて

というのが私達の会社の目指すところですので、いろい

いた為か、妻がローターアクトに関心が薄かったのは残

ろおこたえできる事もあると思います。どうぞ宜しくお

念なことです。のちにいろいろありまして、現在は独身

願いします。

で横須賀の汐入に住んでいます。
毎朝毎晩、米軍と自衛隊の基地から聞こえる日米の国

都内が拠点ですので土曜日は休みを出来るだけ申請し

歌や様々な音楽を背景に育った双子の子供達は、中学高

てここに来ることになります。また仕事の合間に来る、

校と続けた吹奏楽が高じて 2 人とも同じ音楽の専門学校

という事もなかなか出来ないので活動は制約されます

に進み、現在 25 歳で母親、つまり私の元妻と共に千葉

が、ここに来られる時には出来る限りの事をしたいと

県の松戸に住んでいて働きながら音楽活動をしていま

願っています。

す。暇さえあれば練習に励む日々のようで、アクト年齢

また、関東学院に通ったご縁で大学に入る時にクリス

でありながらローターに入れる状況にないのはいささか

チャンになり、金沢八景にある教会で長年役員を勤めさ

残念ではあります。

せていただいています。こちらも人手の足りない世界な
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ので、日曜日の特に午前中の行事は参加が難しい事をご

松宮宏行会員：年が明けたと思ったら、今日は 2 月。世

承知頂けるとありがたいです。

界はコロナウィルスで騒然！！イギリスは EU 離脱、
そして日本は東京オリンピック。令和 2 年は何かと騒

私の自己紹介は以上です。

がしい。澤田さん、井原さん、イニシエーションスピー

ロータリーファミリーに 40 年以上繋がってきた私を

チ楽しみにしてます。

招いて下さった岸さん、川﨑さんをはじめ、暖かく迎え

水谷透会員：澤田美穂子会員、井原裕一会員、イニシエー

入れて下さったロータリーの皆様に改めて感謝申し上げ
ると共に、様々なご縁を通してつながってきた皆様に少

ションスピーチ宜しくお願いします。
川𥔎智晴会員：澤田さん、井原さん、イニシエーション

しずつですが今までの恩返しをする事ができたら、と
願っています。

スピーチ楽しみです。
角井幸一会員：澤田美穂子会員、井原裕一会員、イニシ

折しも 30 年近く前に地区ローターアクト役員として
一緒に活動していた鎌倉ローターアクトの久保田英男・

エーションスピーチたのしみにしております。
岸厚子会員：本日の新会員歓迎会費 5000 円となりまし

地区パスト代表が、７月から第 2780 地区のガバナーに
なります。

た。
宍戸留美会員：澤田さん、井原さん、イニシエーション
スピーチ楽しみにしております。どうぞよろしくお願

また皆様ご承知のとおり、我らが横浜南ローターアク

い致します。

トからは竹花優衣さんが地区代表として送り出されます。
私にとっては特別な思い入れのある 2020 〜 21 年度な

美松貴昭会員：澤田会員、井原会員、イニシエーション
スピーチすっごく楽しみです。ガンバッテ下さい。

のです。
しかし、その陰で横浜南ローターアクトの力が弱って

小野哲会員：澤田さん、井原さん、イニシエーションス
ピーチ頑張ってください。

しまわないよう、そして関東学院インターアクトから
ローターアクトへの流れが再び活性化するよう、新しい

島太郎会員：私事で恐縮ですが、建設ラッシュと人口減

立場でしっかりと見守っていきたいと思います。

少にて人材不足で困っております。建設業に入ってみ

これから、どうぞよろしくお願い致します。

たい方、配管業を学んでみたい方をご存知の皆様がい

以上。

らした際はお声掛け下さい。たっぷり稼げます。
澤田美穂子会員：本日イニシエーションスピーチをさせ

≪スマイルレポート≫

ていただきます。宜しくお願い致します。

鈴木康昭会長・宮田彰久副会長・藤田伸哉幹事：年が明

青木理会員：澤田会員、井原会員、スピーチ楽しみにし
ております。宜しくお願い致します。

けて 1 月も終わりました。歳を取ると時の流れが早い
ですね。澤田会員、井原会員、改めて入会おめでとう

井原裕一会員：本日のイニシエーションスピーチ、緊張
しております。どうぞ宜しくお願いします。

ございます。本日の卓話、堅苦しくなく、リラックス

髙橋常男会員：スマイルに協力して。久しぶりの参加と

して行きましょう。

なります。宜しくおねがいします。

北島達也会員：今月も出席頑張ってみますのでよろしく。
秋山豊会員：今日は澤田美穂子会員、井原裕一会員のイ

小原淳会員：スマイルに協力して。

ニシエーションスピーチ、鶴の様に首を長くして、お

伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。

待ちしていました。楽しみです！！

田島文男会員：スマイルに協力して。

関野敬博会員：①木村会員、久しぶりにお会いできてう
れしいです。お帰りになりましたら、ご家族みな様に

槙俊徳会員：スマイルに協力して。
松井俊彦会員：スマイルに協力して。

よろしくお伝え下さい。②澤田会員、井原会員、イニ
本日のスマイル

シエーションスピーチ楽しみにしております。

30 件

蒲隆夫会員：澤田さん、井原さん、イニシエーションは
（今月の会報担当

楽しい話にしましょう。
平野忠弘会員：誕生祝いを戴きました。この歳に成ると
誕生日が来ても嬉しくありません！！
鈴木隆保会員：①澤田さん、井原さん、イニシエーショ
ンスピーチ楽しみにしております。②高橋さん、お帰
りなさい。
萩生田義久会員：澤田、井原新会員、イニシエーション
かるく流して下さい。高橋さん元気でよかったです。

田島

文男）

◎スマイルリクエスト
北島

達也

会員

「太陽は燃えている」
若い頃にこの曲を聞いて頑張っていたのを思い出して
橋本先生にお願いしました。すでに私は燃え尽きかけて
おります。
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第８回 理 事 会

会議事録

2020 年 2 月 1 日

議案及び決議事項
１．
３月例会プログラムの件
原案を承認
２．2020 － 2021 年度

地区補助金対象プロジェクトの件（国際奉仕）

次年度国際奉仕委員会で地区補助金プロジェクト計画案を作成し、本年度申請することで承認。
３．職場見学会の件（職業奉仕）
新横浜市庁舎の見学（３月 28 日）が提案されたが、当日は一般公開日なので、別の日（特別枠）
での見学ができるように再検討する。
４．観桜会の件（親睦活動）
次回例会までに具体案を提示。
５．新会員（井原裕一会員）委員会所属及び歓迎会の件
国際奉仕、親睦活動、出席各委員会に所属を承認。
６．第 2 弾 RLI（ロータリーリーダーシップ研修会）パートⅠ開催の件
出席者を三役一任
７．同好会の件（ベイスターズ同好会・ホリデーゴルフ同好会）
ベイスターズ同好会・ホリデーゴルフ同好会設立承認
８．その他
①

IM ホストクラブの件
ガバナー補佐輩出クラブがホストを勤めるのが望ましいので横浜南陵 RC がホスト
勤めるので有れば横浜南 RC はコホストとして全面的にバックアップする。

②

２月 15 日卓話

公益財団法人 そらぷちキッズキャンプ募金の件

例会終了後、伊藤社会奉仕委員長が寄付金を募る。
③

２月席順シャフルの件
２月 15 日の例会にて実行。

２０２０年３月
週

日

例会プログラム予定表

テーマ

スピーカー

紹介者

備考

横浜市都市整備局
1

7

横浜都市臨海部開発動向について

都心再生部担当部長
村上

「This Rotarian Age
2

14

実

萩生田

会員

２階

様

ロータリーの理想

と友愛」
（ポール・ハリス著

米山梅吉訳）

蒲

隆夫

会員

３階

について
3

21

祝日休会

4

28

夜間例会（創立例会・観桜会）

ザ・ローズ・
レジデンス
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