
 

◇歌唱 「我等の生業」  「覇気あれ我クラブ」   ◇会長挨拶      

◇幹事報告        ◇委員会報告     

※例会終了後、創立記念例会パネルディスカッション［コーディネーター：小澤雅彦君］ 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59代会長 岩澤 あゆみ 

第 59代幹事 中山 冨貴子 

2018 年 8 月 9 日（木） 第２８１５回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 6 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

八日市屋 敏雄様（平塚北ＲＣ会長）  根岸君代様（平塚北ＲＣ

直前会長） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊地区大会 提出書類等についての依頼 

◉会長・幹事会及び会員登録、家族登録についてのお願い   

◉送金明細書  ◉報告書（長寿会員・物故会員）  ◉Ｒ財団寄付

者一覧／米山功労者一覧  ◉バス駐車場及び宿泊の件  ◉宿

泊申込書・バス駐車場申込書 ◉地区大会登録用紙 ・登録締

切…８/３１(金)  ◉地区大会パンフレット  

＊地区指導者育成セミナーの案内  ・１０/１３（土） １４：３０

～ ・鎌倉パークホテル「翠雲」 

 ・参加対象者…クラブ会長・幹事／ＰＧ／ガバナー補佐／地

区役員／地区委員長／地区研修委員会 

＊地区大会：新世代交流会の件   

・１０/１４（日） ９：３０～ ・茅ヶ崎市役所分庁舎コミュニティホー

ル６Ｆ大集会室 ・テーマ「震災について」 

◇タウンニュース  

パネラーの山口・杉本行廣・杉本剛昭の各会員  

スマイル報告 石田貴一会員 

八日市屋敏雄様（平塚北ＲＣ）メーキャップに参りました。本

日はよろしくお願い申し上げます。 

根岸君代様（平塚北ＲＣ）茅ヶ崎ＲＣの皆様こんにちは。本日

は八日市屋会長とメーキャップに出席させて頂きました。前年

度は茅ヶ崎ＲＣの皆様に例会の参加を頂きありがとうございま

した。 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 S.35.8.10 茅ヶ崎ロータリーク

ラブは誕生しました。創立記念例会というのはクラブの創立を

お祝いするだけでなく、クラブに感謝し、クラブに対する愛と

誇りを育むことが大切だと思います。本日のパネルディスカッ

ションも楽しみですね。平塚北ＲＣ八日市屋会長、根岸直前会

長ようこそお越し下さいました。ごゆっくりされて下さいませ。 

池上 實君 クラブ創立 58 周年記念例会おめでとうございま

す。益々すばらしいクラブに発展してゆきますよう祈っており

ます。 

田中賢三君 平塚北ＲＣ八日市屋会長、根岸直前会長ようこそ

いらっしゃいました。クラブ創立５８年、たいへんおめでとう

ございます。 

伊藤留治君 創立５８周年おめでとう。今までの永き歴史と輝

ける未来を祝して。 

大森久巳男君 平塚北ＲＣ八日市屋敏雄様、根岸君代様ようこ

そいらっしゃいました。今日は創立記念例会おめでとうござい

ます。 

吉田恵子君 台風はやはりそれてくれたらしいですね。よかっ

たです。八日市屋様、根岸様ようこそいらっしゃいませ。 

熊澤孝之君 八日市屋敏雄様、根岸君代様ようこそ。大森久巳

男様、81歳の誕生日おめでとうございます。 

杉本行廣君 クラブ創立 58回記念例会おめでとうございます。

台風 13 号のおかげでいろいろな事がありました。のちほど披

露致します。 

山口利通君 本日、岩澤会長の温情でパネラーをさせて頂きま

す。平塚北ＲＣのお客様、ようこそ。 

加藤 寛君 創立五十八周年おめでとうございます。 

斉藤信夫君 パネルディスカッションありがとうございます。 
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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 

８／９ ２８１５ ４６       
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出席報告 北村公子会員 

成田栄二君 創立記念例会おめでとうございます。平塚北ＲＣ

八日市屋会長、根岸直前会長ようこそ！楽しんで下さい。 

和田幸男君 パネルディスカッションよろしくお願いします。 

出口敬純君 お客様ようこそ！パネルディスカッションよろし

くお願いします。 

澤邑重夫君 お客さま、ようこそ。パネルディスカッション、た

のしみです。きのう古知屋さんと青木ヶ原へ乗馬にいきました。

子どもと一緒におもしろい体験をさせてもらいました。 

杉田祐一君 平塚北ＲＣ八日市屋会長、根岸直前会長ようこそ

いらっしゃいました。パネルディスカッション、楽しみかつ勉

強させていただきます。 

大箭剛久君 ここ数日は台風の影響で暑さも緩和されました

が、今年は猛暑のため、さぞかしビールの売れ行きも好調だろ

うと思いきや、各社軒並み売り上げダウンで、氷菓子ばかり売

れているようです。蚊も暑すぎて活動が鈍く、殺虫剤の売れ行

きも低迷しているそうで、何事もほどほどが良いと、改めて感

じる今日この頃です。 

富田桂司君 八日市屋様・根岸様ようこそ！先週は増強委員会

お疲れ様でした。新会員が増えるようがんばりましょう。 

杉本剛昭君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さいま

した。台風が近づいてきて、無事本日の例会が開催されるかド

キドキしていましたが、今はパネラーを務めることにドキドキ

しています。 

木村信一君 ゲスト・ビジターの皆様いらっしゃいませ。パネ

ルディスカッション、楽しみにしています。 

畠田宏治君 「好きです！」と言ったら「あなたにあげる！」と

北村さんの大切なモノをいただきました。写真展での北村さん

の作品に「生きるよろこびと勢い」を感じた後のことです。恐縮

至極でございます。どこに飾ろうかな～ 

小澤雅彦君 平塚北ＲＣ八日市屋様・根岸様茅ヶ崎ＲＣへよう

こそ！河本会員は北海道余市でウィスキーを飲み過ぎて帰って

来られなくなったそうです。本日はパネルディスカッションの

パネラーだというのに．．．困ったものです。 

木村邦佑君 祝創立記念例会。ゲスト・ビジター八日市屋様、根

岸様ようこそ。ゆっくりしていって下さい。 

安武 勝君 八日市屋敏雄様、根岸君代様ようこそいらっしゃ

いませ。本日パネルディスカッションよろしくお願いします。

茅ヶ崎ロータリーの歴史、勉強させていただきます。 

伊藤和明君 暑中見舞い申し上げます。 

小八木隆男君 パネルディスカッション楽しみにしておりまし

た。山口さん、杉本行廣さん、杉本剛昭さん、宜しくお願い致し

ます。 

石田貴一君 ゲスト・ビジターの皆様、ようこそお越し下さい

ました。本日のパネルディスカッション楽しみです。 

［本日 29件、39,000円です］ 

 

思っていました。１つは Status のＳです。そういうメンバー

がいらっしゃる中で一緒に活動することに茅ヶ崎ＲＣのステ

ータスを感じていました。２つめのＳは Specialist、３つめは

Sympathy ですね。そして、ロータリーには ESS という言葉

もあります。Eは Enjoy、Sは Studyと Serviceを表します。 

小澤 では、本日のパネラーの中では最も会員歴の古い杉本行

廣会員にお話を訊きたいと思います。 

杉本行廣 山口さんが入会した 1972-1973 年度、私は幹事で

お世話したのを覚えています（笑）。私は先程の山口さんの話

にも出てきた岡隆一さんと全く同じ日の入会でした。年齢は私

より 34 歳年上でしたが。当時は事例審議会といったものが会

員のお宅であり、そこで問題を議論することもありましたし、

今はほとんどなくなってしまいましたが、当時は炉辺会合とい

って、何人かのグループで飲んで問題を解決しようとしたり、

例会前にも一杯飲んでから、などという習慣もありました。 

杉本剛昭 ロータリーと言えば、クリスマスを過ごさせてくれ

るところ、そして初めての海外にも連れて行ってくれたのがロ

ータリーでした。私がクリスマス家族会に参加した時、山口さ

んがうさぎの恰好をして踊っていたのが印象的で、ずっと山口

さんのことを「うさぎのおじさん」だと思っていました。当時

まだ女性会員がいなかったこともあって、ロータリアンという

はとてもダンディで優しい男の集まりだとも思っていました。

そこに今自分が入ってみて、どうなのかなぁと．．．（苦笑） 

小澤 山口さん、喋り足りないといけないので、もう一度３つ

のＳについてお話されて下さい。 

山口 私が当時感じたこととして、秋吉さんが例会に居るのと

居ないのでは雰囲気が丸っきり違うということでした。また、

上原謙さんは何かイベントがあると、最初はお付き合いするの

ですが、ふと気づくといつもいなくなっているんですね。スタ

ーなので乱れたところは見せられないという職業意識だった

のかと思います。そういったところに Specialistの所以を感じ

ました。 

小澤 僕もコーディネーターをやるということでロータリー

を勉強しなければと思い、ロータリー文庫でダウンロードして

あの有名な決議 23-34について読みました。あれはロータリー

が分裂しそうな時に採用されたもののようで、けしてずっと順

風満帆というわけではなく、紆余曲折を経て現在に至ったわけ

ですが、これからのロータリーについて、最も若い杉本剛昭副

幹事、何か抱負のようなものがあればお願いします。 

杉本剛昭 私は今年 10月でやっと入会 4年になりますが、う

ちの場合 46名の会員のうち 29名が 10年未満の会員で、63%

に当たります。私は温故知新という考えが大事だと思っている

ので、先輩たちの話を聴くチャンスも限られているでしょう

が、是非そのチャンスを大切にした上、必要な変化は厭わずに

チャレンジしてゆけたらと思います。 

小澤 山口会員、今の言葉を聴いて、若い会員へのエールをお

願いします。 

山口 かつてうちの地区にはＲＩの理事までお努めになった

蔵波さんというガバナーがいらっしゃって、その方が

LEADERS が大切だと仰っていました。L は Listen、人の話

はよく聴きなさい、Eは Energetic、常にエネルギッシュであ

りなさい、Aは Ambitious、野望を持て、Dは Drastic、劇的

な刺激を与えなさい、Eは Enjoy、楽しむ雰囲気を作りなさい、

Rは Rational、合理的でありなさい、最後の Sは Sympathy、

人への思いやりを持ちなさい。伝統ある茅ヶ崎ＲＣの一員とし

て、誇りを持っていて下さい。 

小澤 皆さん本日はありがとうございました。 

小澤コーディネーター 今日は茅ヶ崎ＲＣの現在・過去・未来

というテーマでパネラーの方々に語って頂こうと思います。ま

ず、ロータリーの現在・過去・未来を研究している山口会員に

過去について語って頂こうかと思います。 

山口利通 茅ヶ崎ＲＣに入ったのは 34 歳の頃で、入った頃は

緊張感と威圧感がありました。印象深い先輩は現在の会長であ

る岩澤あゆみさんのおじいさまである岩澤正さん、秋吉致さ

ん、西原さん、岡さん、それに加山雄三さんのお父さんである

上原謙さんなど。錚々たるメンバーがいらっしゃったので、例

会では毎回緊張感と威圧感、そしてエネルギーを感じておりま

した。それで当時のロータリーというのは３つのＳが必須だと 

パネルディスカッション概要［敬称略］ 


