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2013 年 11 月 28 日（木） 第２６０５回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 21
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱

「手に手つないで」「四つのテスト」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇米山奨学生へ奨学金授与
◇委員会報告 親睦 他

◇卓話 山口利通君「私の自慢話」
◎ゲスト・ビジター紹介

◎委員会報告

ヴー・ホアン・ミン君 （米山奨学生）

親睦［梅田会員］：クリスマス家族例会についての確認。

◎幹事報告

水嶋会員：ペットボトルキャップ回収方法についての説

◇国際ロータリーより

１２月度ロータリーレートの通知

１ドル＝１００円

明。第一例会時に実施。
田中賢三ガバナーノミニー：国際大会についての補足説
明。

◇ガバナー事務所より
＊２０１４-１５年度地区補助金申請について ・提出期間：１
２/１（日）～１２/１５（日）
・提出先：各グループガバナー補佐 ＣＣ：地区補助金委
員会宛（g-office@d2780.rotary.bz）
＊「国際交流会」の開催の案内
会

・１２/１４（土） １３：３０開

・小田原市梅の里センター分館

◇特定非営利活動法人 Ｒｅライフスタイルより

ペットボト

ルキャップ提供協力社登録証 ◇タウンニュース

委員会報告の梅田会員、水嶋会員、田中ガバナーノミニー

◎例会変更
☆藤沢南

１２/１６（月） １８：００点鐘 鎌倉プリンスホテ

ル・バンケットホール （クリスマス家族例会）
１２/２３（月） 休 会 （祝日のため）
１２/３０（月） 休 会 （クラブ定款により）
☆藤沢北西 １２/５(木) １２：００点鐘 （こぶし荘植栽移動
例会のため）
１２/１９(木) １８：００点鐘 ラーラ・ビアンケ
ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：１０，０００円 （クリスマス家族夜間例会）
平成２６年 １/２(木) 休 会 （クラブ定款に
より）
☆平塚西

１２/１８（水） 休 会 （クラブ定款により）
１２/２５（水） １８：３０点鐘 コルティーレ茅ヶ

崎 （年末家族親睦クリスマス会）

上左）山口会員が 1964 年東
京オリンピック聖火リレーで
着たシャツ 右）米山奨学生の
ヴー・ホアン・ミン君 下左）
出席報告の加茂会員 右）スマ
イル報告の杉田会員

◎出席報告 加茂正司会員
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スマイル報告
池上

卓話「私の自慢話」

杉田祐一会員

實君 杉本さん、お帰りなさい。お元気そうでなに

よりです。小生、家内と旅に出ました奈良で妻が病にふし、
手術して大変でしたが、昨日無事退院、帰宅しました。
出口敬純君＆横山貢君

ミン君ようこそいらっしゃいま

した。山口新会頭、卓話楽しみです。
山口利通君 １ケ月振りの御ぶさたです。今日は２年振り
の卓話です。テーマは「私の自慢話」です。
伊藤留治君 山口利通さん、本日のスピーチ楽しみです。
田中賢三君 ミン君、日本の冬は慣れたとはいえ寒いでし
ょう。カゼをひかないように。山口会頭、昨日はお世話に
なりました。今日の卓話も楽しみです。清水さん、会社創
立 120 年の記念植樹有難うございました。
加茂正司君 ヴー・ホアン・ミン君いらっしゃい。山口利
さんの卓話は何でしょう？楽しみにしています。
和田幸男君 山口会頭、卓話よろしくお願いします。
水嶋

聡君 ヴー・ホアン・ミン君いらっしゃいませ。山

口様、卓話よろしくお願い致します。皆様に幸あれ！
下里洋一君 今日は早退します。ごめんなさい。
小林

亨君 お客様ようこそ。ミン君、ベトナムに行って

きます。サポートよろしく！山口さん、残念ながら卓話を
はいちょうできず、すみません。早退させていただきます。
程島利通君 山口利通さん、卓話期待しています。
澤邑重夫君 ミン君ようこそ。山口さん、本日は卓話よろ
しくお願いします。
大森久巳男君

米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君ようこそ。

椋梨晴喜君 今日も宜しくお願いします。
西山国男君 ヴー・ホアン・ミンさんいらっしゃい。山口
さん、卓話宜しくお願いします。
加瀬義明君 ヴー・ホアン・ミン君ようこそ。山口さん、
卓話よろしくお願いします。
大木

暁君 山口会頭、卓話よろしくお願いいたします。

中山富貴子君

満天星の紅あざやかに冬の朝

ミン君よ

うこそいらっしゃいました。山口様、卓話楽しみに拝聴さ
せて頂きます。
杉田祐一君 ヴー・ホアン・ミンさんようこそいらっしゃ
いました。山口様の卓話を非常に楽しみにしております。
［本日 20 件、28,000 円です］

茅ヶ崎商工会議所新会頭に就任して
ますます 絶口調 の山口利通会員

修正出席率

８９．７４％
山口利通君

11 月 1 日に第 12 代の茅ヶ崎商工会議所会頭になって初めての
例会となります。前会長の田中賢三さんは科学者で論理的、ち密
なことを言われていました。私は商人なので、どちらかと言うと
アバウトでフィーリング派です。かつての巨人軍の長嶋茂雄のよ
うに、時々ポカもやってしまいます。そうした時には是非、茅ヶ
崎ロータリークラブの皆様にご支援頂きたいと思っています。
これまで茅ヶ崎商工会議所会頭は私で 12 代目、実際には２代お
やりになった方がいますので、11 人です。そのうち、何と８人が
茅ヶ崎ＲＣの出身なんですね。順にご紹介しますと、最初は茅ヶ
崎信用金庫の理事長でありました堀越誠さん、２人目が亀井土建
の会長だった落合一作さん。この方は我がクラブの初代会長でし
た。３人目は山本銀三さん（当クラブ初代幹事）で、林屋さんと
いう神奈川県でも有数の酒問屋でした。４人目がご存じ、当クラ
ブで今もご活躍の伊藤留治さん。５人目が亀井工業の亀井文夫さ
ん。亀井さんは、はじめ茅ヶ崎ＲＣに入られて、のちに６人目の
会頭となる大村日出雄さんとともに茅ヶ崎湘南クラブを作られま
した。大村さんも最初は茅ヶ崎ＲＣに所属され、茅ヶ崎湘南クラ
ブの初代会長も務められました。７人目がこちらにおられます田
中前会頭で、私が８人目ということになります。これを以て、我
が茅ヶ崎ＲＣが伝統ある名門クラブであることがわかります。
2020 年には再び東京でオリンピックが行われます。そこで私の
自慢話ですが、50 年前、私は縁ありまして、現在の東横イン、か
つては青果市場だったのですが、そこがスタート地点の聖火リレ
ーでＴＯＴＯさんの前当りまで走らせてもらいました。その時、
シャツ・パンツ・ズック・手拭いが支給されて、それを今でもビ
ニールに入れてきれいに保存しておいたのですね。それを商工会
議所の皆さんの前などでお見せしたりするうちに、
「これはビニー
ルに突っ込んでおくのはもったいない。額に入れて飾るべきです
よ」と言われまして、ユニフォームを入れる額に入れるようにし
ました。今日は額のお持ちしましたので、ご覧頂ければと思いま
す。ミズノ製でなかなかよい生地が使われていると思います。
ＩＴ関連の話をしましょう。近年、スマホをはじめ様々なＩＴ
機器が出回っていますが、これはある意味、危険なことではない
かと考えています。電車に乗っても、歩きながらでも、自転車に
乗っていても皆見ています。当然、これによって人との触れ合い
が減るわけです。それで感謝の気持ちや思い遣りといったものも
減ってゆくのではないかと。中毒のようになる人もいますし、人
間関係がどうしても希薄になります。私もそのことを心配しつつ
も、iPad が出れば買いますので、気持ちはわかります。うちの２
歳の孫は私がやるのを見て、もう画面をスクロールしています。
こんな歳からこうした機器を使えば、将来どういう感覚になるの
か、空恐ろしくなります。35 年前と較べると隔世の感があります。
その 35 年前、40 人ほどの従業員を抱える経理担当で、毎月の
給与計算、日々の仕入れ・経費の計算が大変面倒で、何とか楽に
出来る方法はないかと思っていました。そんな時、アメリカのＩ
ＢＭで働く友人がプリンターつきのコモドール社のマイコンを紹
介してくれました。100 万円ほどで買ってみたのはよかったのです
が、届いてみると鉄板で出来たもので、使い方がわかりません。
その使い方を教えてくれる日本唯一の会社が八重洲口のビルにあ
ったＳＦＣという会社でした。東洋工業から独立した人が作った
会社で、１ケ月そこで勉強してようやく使えるようになりました。
今後どういった業種が進化してゆくのか、大変興味があります。
神奈川県では黒岩知事が先日オーテックジャパンを訪れ、相模縦
貫道の一部を自動操縦で走ってみせたり、ＩＴ関係に力を入れて
いまして、ロボット特区というものを創設して、先端技術の粋を
集めるという運動も盛んにやっています。ＩＴについて期待する
こともありますが、いずれにしましても、人間の精神面に与える
影響も大きいので、心の部分は心配になります。

