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◇歌唱「手に手つないで」      ◇米山奨学生へ奨学金授与 
◇会長挨拶         ◇幹事報告 
◇卓話 「イニシエーションスピーチ」 加瀬義明君・中島哲男君・椋梨晴喜君 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 8 月 29 日（木） 第２５９２回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 8 

◎ゲスト・ビジター紹介 

 ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより ９月度ロータリーレートの通知 １＄＝１００円 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（茅ヶ崎中央ＲＣ）より 

 ６ＲＣ親睦ゴルフ大会登録の依頼 

 ・１１／１５（金）湘南シーサイドカントリー倶楽部 ＡＭ８：０６より 

◇タウンニュース 

◎会報 着 台北西北区・大磯・綾瀬・寒川 

大森久巳男君 米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君、よう
こそいらっしゃいました。イニシエーションスピーチの
加瀬義明君、中島哲男君、椋梨晴喜君、宜しく。楽しみ
です。 
澤邑重夫君 ミン君ようこそ！イニシエーションスピー
チのみなさん、よろしくお願いいたします。今日はサザ
ンの音声テストが聞こえてきました。いよいよですね。 
半田朋子君 ヴー・ホアン・ミン君、ようこそ。今日は
久しぶりの第５週。夜の例会もいいですね。茅ヶ崎ロー
タリークラブにスマイル。 
水嶋 聡君 本日も皆様に幸有れ！ 
加瀬義明君 本日はイニシエーションスピーチをさせて
頂きます。お聞き苦しいかもしれませんが、ご容赦下さ
い。 
椋梨晴喜君 昨日・今日と家の周りはサザンオールスタ
ーズの準備でにぎわっておりますが、天候が心配です。 
加茂正司君 ヴー・ホアン・ミン君いらっしゃい。イニ
シエーションスピーチの皆様、頑張って下さい。 
池上 實君 夕べの蟲の音についつい風邪をひき、元気
が出ません。皆さん、風邪に気をつけて下さい。 
粂 仁夫君 ゲスト、ヴー・ホアン・ミン君ようこそ。
スピーチ諸君ガンバッテください。 
古知屋光洋君 イニシエーションスピーチの加瀬さん・
中島さん・椋梨さん、楽しみです。 
大木 暁君 ヴー・ホアン・ミン君ようこそ。イニシエ
ーションスピーチの皆様、楽しみにしています。 
大箭剛久君 暑さもピークを過ぎて秋の気配がジワリ。
コルティーレでの夜間例会初参加です。楽しく過ごさせ
ていただきます。 
程島利通君 米山奨学生ようこそ。 
中山富貴子君 ヴー・ホアン・ミンさん、ようこそいら
っしゃいました。イニシエーションスピーチの皆様、楽
しみにしております。 
［本日 20 件、28,000 円です］ 
 

スマイル報告 中山富貴子 
出口敬純君・横山貢君 米山奨学生ミン君ようこそいら
っしゃいました。 
田中賢三君 加瀬さん・中島さん・椋梨さん、卓話楽し
みです。台風 15 号よ、サザンライブの後にして！ミン
君ようこそ。日本の夏は暑いですか？ 
小林八重子君 ヴー・ホアン・ミンさん、ようこそいら
っしゃいました。来月の十五夜が楽しみです。 
和田幸男君 加瀬さん・中島さん・椋梨さん、イニシエ
ーションスピーチよろしくお願いします。 
加藤 寛君 加瀬さん・中島さん・椋梨さん、スピーチ
楽しみにしています。 
 

左）米山奨学生のヴー・ホ

アン・ミン君 右）ソング

リーダーの大箭会員 



 
 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

８／２９ ２５９２ ４１ ３７ ２９ １ ７ ８１．０８％  

８／８ ２５９０ ４１ ３５＋３ ３３ ２＋０ ３ ９２．１１％ ９２．１１％ 

 
【加瀬義明 2013 年 6 月 20 日入会】 昭和 42 年 2 月 24 日に平塚で生まれ、3 歳の時に茅ヶ崎へ移り住み、平成 3 年に結婚する

までの 22 年間、茅ヶ崎に居住しておりました。結婚後は寒川に住んでおります。浜須賀小・第一中・鶴嶺高校・明治大学の法学部を

卒業しました。当初は司法試験を目指していましたが、3 年になった頃、立法政策に興味を持ち、大学の友人から自民党本部で政策を

勉強する学生部を立ち上げたいので手伝ってくれと誘われ、その後は党本部の青年局のもとで、永田町界隈で活動しておりました。 
大学卒業の平成元年、スルガ銀行に入行したのですが、当時自転車の組み立て工場を経営していた父がヘルニアを悪化させて動けな

くなってしまい、入社わずか 6 ケ月しか経っていない銀行に退職を申し出ました。その時、学生時代から懇意にしていた県議会議員か

ら、整形の良い先生がいるとの紹介を受け、父の病気は完治したのですが、その時にお世話になった県議会議員がいずれ国政を目指す

と言っていたこともあり、自分が秘書の仕事に就かせてもらうこととなりました。その頃に池上さんからローターアクトを紹介され、

県議もローターアクトの OB だったこともあり、入会致しました。1989 年の終わり頃のことです。1997 年に 30 歳で卒業するまでの 8
年弱の間、ローターアクト活動を通じてとても多くのことを経験し、学ばせていただきました。妻も茅ヶ崎ローターアクトのメンバー

(寒川 RC の村田八千雄氏の二女)で、1991 年の 12 月に結婚しました。式には池上さんや山口さん、杉本さん達にも参加して頂きまし

た。1992 年に妻の父が当時ケアハウスというタイプの老人ホームを作りたいので手伝って欲しいと言われ、悩んだ末に 2 年半勤めた

秘書を退職し、寒川の村田商事(株)に所属しました。ケアハウス設立にあたっては、神奈川県からは積極的に支援する旨を申し出てい

ただいたのですが、寒川町では先に特別養護老人ホームの設立が 1 件入っていて、町の予算はしばらく付けられそうも無いとのことに

なってしまい、先に進めることができず、会社の本業である不動産業を手伝うようになりました。 
不動産に関する仕事の奥深さに興味をひかれ、関連した多くの資格を取得したり、様々な研修に参加して知識の習 

得に努めてきました。気がついたら仕事関連の資格だけでも 15 個取得しておりました。自分は会社の跡を継ぐ立 
場では無かったのと、自分が学んできたことを自分のペースで効率よく仕事に活かしていきたかったこと、不動産 
や相続のコンサルティングやセミナー事業に特化していきたいこともあり、昨年 4 月に 20 年勤めた村田商事を退 
職し、(株)湘南財産パートナーズという会社を設立し、今日に至っております。どうぞよろしくお願い致します。 
 
【中島哲男 2013 年 6 月 27 日入会】 横浜国大の建築学科を卒業して、旧国鉄に入社しましたが、入社３～４年で関連事業を扱う

ことになりました。ですから、鉄道会社にいますが、直接鉄道とは関係のないところでずっと働いてきました。今日は平塚にラスカが

誕生してからちょうど 40 年ということで、会社のＰＲも兼ねてラスカの歴史をお話したいと思います。 
 かつて、駅ビルは国鉄法の縛りがあって国鉄が直接作ることが出来ませんでした。それで地元の人たちが資金を出し合って会社を作

ってから、民主駅ビルという形で作られていました。その 初は豊橋だったと伺っています。平塚ラスカは国鉄が出資して出来た駅ビ

ルの第一号で 1973 年創業です。茅ヶ崎では 1980 年より駅ビル構想が始まり、1982 年に湘南ステーション開発株式会社が創立され、

1985 年４月に茅ヶ崎ルミネが開業しました。その後 1988 年に株式会社ルミネ茅ヶ崎へと商号変更を経て、2005 年４月１日、平塚ス

テーションビル株式会社・株式会社ルミネ茅ヶ崎・株式会社アポンデの３社が合併し、湘南ステーションビル株式会社として発足しま

した。その１年後に、茅ヶ崎店を茅ヶ崎ラスカと変更しました。湘南ステーションビルは現在、茅ヶ崎・平塚・小田原の３館を運営し

ております。熱海は現在、駅舎・駅ビルの建替え工事をしていまして、２～３年後に熱海ラスカが誕生することになっています。茅ヶ

崎ラスカは現在リニューアル増床工事を始めています。これは面積を１．５倍ほどに拡大するもので、２年後にオープンの予定です。

熱海とともによろしくお願い申し上げます。私はこの６月末に茅ヶ崎ラスカの店長として赴任致しましたが、２年前に辻堂に出来まし

たテラスモール湘南のおかげで、茅ヶ崎ラスカは売上がかなり減少しておりまして、立場的には社長からいつも売上のことを言われて 
辛い立場ではありますが、２年後の増床リニューアルを心の支えにしてこれからも頑張っていきたいと思っています。 
 当初は１駅ビル１会社というのを基本としてやってまいりましたが、途中からは国鉄・ＪＲが出資する形となりました。 
ですから、ルミネも“ルミネ茅ヶ崎”という会社があり、新宿・横浜にもそれぞれ会社があったわけですが、ＪＲの施策 
で 10 年以上前から駅ビルの統合を進めました。都心型の駅ビルについては新宿・大宮・横浜・立川など大小合わせて 15 
店舗あります。また、ＪＲになってから作ったものにアトレというのがありまして、大森・大井町・四谷などがあります。 
都心型のものについては、ルミネ化するかアトレ化するかのいずれかになっています。茅ヶ崎につきましては、平塚など 
とともに地域密着型の駅ビルとして、今はラスカになっているという次第です。何卒、今後ともよろしくお願い致します。 

 
【椋梨晴喜 2013 年 6 月 27 日入会】 昭和８年東京で生まれました。小さい時に父親が亡くなりました。小学５年の時に戦争で塩

原温泉に集団疎開をし、６年生の時には大田原にあるお寺の本堂に移りました。そこで終戦となりました。その後、中学・高校はクリ

スチャンの明治学院へ行きました。芝で料亭をやっていたおじは私の親代わりでした。そのおじはいつも「これからは衣食住が一番大

事だ」と言っていました。それに影響されたこともあって、私もこの世界へ入ることにしました。昭和 27 年くらいのことです。当時

はとにかく「いい料理人につけ」と言われ、恵まれた環境にもあったものですから、いい師匠についたわけです。それから昭和 42 年

に茅ヶ崎に来まして、子どもも２人出来ました。１人はモントリオールに行って、そこで永住しています。もう１人は茅ヶ崎に住んで、

藤沢ロータリーの会員をしていまして、「親父もロータリーに入ったらどうか」と言われて、入れさせてもらったのでございます。今

は東京ガスのグループの外食産業と目黒の雅叙園の顧問をしております。レシピを書いたり、たまに道場六三郎とコラボしたりします。

『料理の鉄人』などに人を派遣したりしますと、覚えておいてもらえますので。人材派遣につきましては、ここのところプロの調理師

が少し減ってきてはいますが、300 人くらいが私の会社に所属しています。国内では東京を中心に北海道から九州、海外ではスイス・

中国・シンガポールといったところへの派遣となっています。 
 会社を作って 20 年、全国から様々な、生まれ・育ちの違う人がやってきます。こうした人たちを扱うのはなかな 
か大変ですが、履歴書を見れば、その人の仕事の中身はだいたいわかります。それで、温泉なら温泉、レストラン 
ならレストランといった具体に振り分けます。 近は成り手が少なくて、ちょっと厳しくするとやめていってしまう 
んですね。昔のように、一度この世界に入ったら「これが天職だ」ということで我慢するということがなくなりまし 
た。簡単に仕事を変えてしまうのは寂しいですね。今日行く所があって、今日用がある、というのは求められている 
ということですので「教育と教養」を大切にしてゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

卓話「イニシエーションスピーチ」 加瀬義明君・中島哲男君・椋梨晴喜君 

◎出席報告 半田朋子会員 


