
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇歌唱  「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」   ◇表彰 平井茂君［マルチプルＰＨフェロー］ 

◇青少年交換学生挨拶 ◇会長挨拶  ◇幹事報告  ◇委員会報告 指名委員会 他  

◇卓話 イニシエーションスピーチ  後藤三紀君／安武 勝君 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 57代会長 清水 賢一 

第 57代幹事 大箭 剛久 

1960   8  10 

2016 年 11 月 17 日（木） 第２７３８回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 15 

 

＝本日の例会行事＝ 

年  月 日創立 

地区 

２０１６～２０１７年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

エベリア ザピエン ラモスさん（青少年交換学生） 

◎表彰 

マルチプルポール・ハリスフェロー  

平井 茂君 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊青少年交換学生オリエンテーション 

 開催の件  

・１２/３（土） １４：００～１６：００  

・アイクロス湘南 ６階「Ｅ会議室」 

＊２０１７－１８年度ロータリー奨学生 選考試験結果の連絡  

・石坂彩子さん 落選 

＊ロータリー財団学友 上岡敏之様より 新日本フィルハーモニー

交響楽団 みなとみらい特別演奏会のご招待 

・１２/４（日） １４：００開演 ・みなとみらいホール ・１０組２０名  

・ご希望の方は事務局へお申し出下さい。 

◇台北西北區扶輪社より   

・「受鐙５６周年記念晩会」ＤＶＤ  ・手帳型会員名簿 

◇米山記念奨学会より  『ハイライトよねやま』２００ 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

親睦［横山会員］：クリスマス家族会オークション品提供のお願い 

水嶋会員：ペットボトルキャップの報告 

指名委員会［大森会員］：次々年度会長及び次年度理事・役員候

補のお知らせ 

雑誌［下里会員］：「ロータリーの友」11月号注目記事の紹介 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

スマイル報告 澤邑重夫会員 

清水賢一君＆大箭剛久君 エベリアさんようこそ。学校は楽

しいですか？後藤さん、安武さんイニシエーションスピーチ

よろしくお願いします。本日は指定席制です。日頃話す機会

の少ない方とも交流を図って下さい。 

伊藤留治君 エベさんようこそ。日本で楽しい生活を送られ

ているようですね。これからも頑張って下さい。 

 

田中賢三君 エベリアさんようこそ。後藤さん、安武さん、卓

話よろしくお願いします。河本さん、ライブ大成功おめでとう

ございます。ポールのＣＤを車で聞いています。 

下里洋一君 明日 18日が私の誕生日。73才になります。 

和田幸男君 後藤さん、安武さん、イニシエーションスピーチ

お疲れ様です。 

木村信一君 エベリアさんようこそ。日本、楽しんでますか？ 

西山国男君 後藤さん、安武さんイニシエーションスピーチよ

ろしくお願いします。 

品田和也君 後藤さん、安武さんイニシエーションスピーチよ

ろしくお願いします。 

吉田恵子君 吹く風が冷たくなってきましたね。後藤さん、安

武さん卓話楽しみにしております。 

富田桂司君 ゲストのエベリアさんようこそ！後藤さん、安武

さんイニシエーションスピーチ楽しみにしています！ 

大森久巳男君 エベリア様ようこそいらっしゃいました。クラ

ブ例会をお楽しみ下さい。後藤三紀君、安武勝君イニシエーシ

ョンスピーチ楽しみです。宜しくお願いします。 

木村邦佑君 エベリア・ザピエン・ラモスさんようこそいらっ

しゃいました。ゆっくり楽しんでいって下さい。 

出口敬純君 青少年交換学生エベリアさんようこそいらっし

ゃいました。後藤さん、安武さんイニシエーションスピーチよ

ろしくお願いします。 

横山 貢君 エベリアさんようこそ。日本になれましたか？本

日イニシエーションスピーチの後藤さん、安武さん宜しくお願

いします。 

小澤雅彦君 エベさんいらっしゃいませ！12 月末からは我が

家にホームステイ予定です。どうぞよろしくお願い致します！ 

河本啓伸君 エベ、ようこそ。先日の天才ミュージシャンのラ

イブにたくさんのお出掛けありがとうございました。還暦まで

に紅白に出る予定です。 

澤邑重夫君 エベリアさんようこそ。ハノイへおつきあい頂き

ました皆さま、ご協力ありがとうございます。おつかれさまで

した。 

［本日 18件、21,000円です］ 
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◎出席報告 小澤雅彦会員 

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 

１１／１７ ２７３８ ５０ ４８ ３８ １ ９ ８１．２５％  

１０／２７ ２７３６ ５０ ４２＋５ ３８ ２＋１ ６ ８５．１１％ ８７．２３％ 

 

イニシエーションスピーチの後藤三紀会員と安武勝会員 

イニシエィションスピーチ 

後藤三紀会員［湘南ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ（株）茅ヶ崎店 店長］ 

私の出身地は神奈川県海老名市です。昭和 44 年(1969 年)5 月

に横浜市瀬谷区で生まれました。幼稚園に入園する前に海老名市

に引っ越しをして、大学を卒業するまでの間親元で暮らしました。

大学卒業後、平成 4 年(1992 年)に東日本旅客鉄道株式会社に入

社。いわゆる「バブル世代」です。学生時代、日商平均株価が 4

万円を超えたことをよく覚えています。 

入社後、びゅうプラザ勤務、旅行関係業務を経て、入社 5年目

に、株式会社ルミネに出向し、初めてショッピングセンター事業

に携わりました。その後、JR東日本横浜支社にて駅構内開発に携

わり、本社に異動後もエキナカ開発に従事しました。その後、出

向した株式会社アトレでもショッピングセンター事業に従事し、

平成 24 年(2012 年)現在の所属である湘南ステーションビル株式

会社に出向してまいりました。最初の 8ケ月は茅ヶ崎店で営業関

係の仕事をしてました。その後、本社に異動し、約 3年半小田原

駅地下街の再生事業に携わりました。 

趣味は「神社詣で」です。平成 25年の式年遷宮の際に、流行り

に乗って伊勢神宮と出雲大社にお詣りして以来、神社詣でが趣味

になりました。いわゆる「神社ガール」です。毎年年末には、伊

勢神宮を必ず入れてお詣りに行きます。 

また、「登山」にも時々出掛けます。今年 5月、シロヤシオが満

開という西丹沢の槍洞丸(ひのきぼらまる)に行き、大変なことに

なりました。登山者で賑わう山頂で昼食をとった後の帰り道、平

坦な砂地で「こういうやわらかい場所で案外こけちゃうんだよな

～」と思っていたところで・・・本当にコケてしまいました。こ

けた場所からバスの発着所までほぼ平坦な道を約 3キロ。なんと

か西丹沢自然教室まで降りてきて、バスに乗り込むことができま

した。バスで小田急線の新松田駅まで行き、小田原に出て、東海

道線で横浜まで戻ってきました。なんとか自宅まで帰ってこれま

した。あの時の根性は自分でもすごかったと思います。 

翌日、右足の俳骨(足首のちょっと上)が折れていることがわか

りました。会社の方に「ギプス用専用サンダル」をお借りして、

それを 3週間ほど履いていました。さて今回、ギプスの装着に加

え、松葉づえを使うことになりました。すると、出勤時などに電

車の中で「席をどうぞ」と声を掛けられるのです！47年の人生で

初めての経験でした。怪我をしていると、優先席に堂々と座れる

のです。立っているのがつらい時、優先席に空きがあると本当に

助かりました。そこで、鉄道会社の人間として、優先席のあり方

には色々考えさせられました。「席が必要な人が前に来たら、どけ

ばいい」と健康な人が座っている時もあります。それを否定する

つもりはありませんが、優先席が空いていたらいいな、と思って

いる人がいます。満席の優先席の前に立つと、「立ってくれ」とプ

レッシャーをかけている気がするので結構躊躇します。 

もう一つわかったことがありました。エスカレーターのことで

す。駅とかでエスカレーターを設定する場合、どうしても「上り」

が優先されます。これは「上り」のエスカレーターを希望するお

客さまが多いから、だと思います。がしかし、エスカレーターや

エレベターに頼らないと移動できない者からすると、本当に設置

して欲しいのは「下りのエスカレーター」ですね。 

 

安武 勝会員［有限会社湘南クラフト 代表取締役］ 

父は福岡県飯塚市の出身で、五木寛之の「青春の門」の舞台

に近く、麻生太郎自民党副総裁の地元に当たります。父は終戦

間際に藤沢の遠藤で母と知り合い、茅ヶ崎に居を構えたようで

す。 

私は松林小・中学校出身で、実家は赤羽根です。このクラブ

の古知屋くんとは幼馴染になります。妻は中学の同級生で、18

歳頃から付き合い始めて、二十歳で結婚したいと思ったのです

が、あと３年待てと言われて、23歳で結婚しました。 

高校卒業後はコックになろうと思っていたのですが、コック

では家族をちゃんと養えないぞということで、昭和 58 年に兄

を頼って小川工務店に入社しました。28 歳の時に茅ヶ崎青年

会議所に縁あって入れて頂き、会議所の 20 周年事業で柳島に

自転車レース場を作ることになった時、指揮をされていたのが

現茅ヶ崎ロータリークラブ会長の清水さんでした。その後、亀

井さんとも一緒に活動させてもらいました。 

平成７年 9 月 28 日に有限会社湘南クラフトを設立し、今に

至ります。現在は民間の仕事６割、公共事業４割といった割合

で仕事をさせてもらっています。仕事・仕事で趣味らしい趣味

はありません。今後とも何卒よろしくお願い致します。 

 

委員会報告の大森会員・横山貢会員・澤邑会員 

左から青少年交換学生のエベリアさん、委員会報告の下里会員・

水嶋会員 


