
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和［杉田会員］ 

◇諸事お祝 ◇会長挨拶   ◇幹事報告  ◇委員会報告［親睦 他］ 

◇ミニ卓話 「ロータリーソングの始まり」 ソングリーダー委員会 河本啓伸君 
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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 10 月 4 日（木） 第２８２２回例会 天候：曇り 司会：杉本剛昭副幹事 No. 13 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

グエン・カーニーさん （米山奨学生） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝     中山冨貴子君  ９月分：横山 貢君 （ボ－ル

ペン） お祝いの歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  杉本行廣君 ・ 北村公子君 ・ 安武 勝君 ・ 

石田貴一君  ９月分：富田桂司君 （ペアグラス） 

☆皆出席表彰  ９月分：富田桂司君 （ステンレスボトル） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊脇ガバナーより  公式訪問を終えて 感想と御礼状 

＊９月北海道胆振東部地震への義援金協力依頼  一人当た

り：５００円  締切り：１０/３１（水） 

＊７月西日本豪雨義捐金 入金一覧 

＊２０１９－２０実施年度向け 第１回地区補助金説明会 及び 

補助金管理セミナーの案内 

 ◉１１/３（土） ①補助金説明会…１３：００～１５：００ ②補助金

管理セミナー・・・１５：００～１７：００ 

 ◉第一相澤ビル８階 会議室   回答締切日：１１/１０（土） 

＊「職業奉仕月間」卓話者派遣について（ご案内） 

＊インターアクト年次大会登録の依頼  ◉１１/２３（金・祝） １０：

００～１５：３０ ◉平塚学園高等学校 

＊ＲＩＤ２７８０公共イメージ委員会から ＥＮＤ ＰＯ

ＬＩＯ ＮＯＷ オックスフォードシャツ再受注のお知らせ 

◇公益社団法人茅ヶ崎青年会議所より  ＊創立５０周年

記念式典並びに交流会の案内 

◉１２/２（日） ・式典・・・１７：３０～１９：００ ・

交流会・・・１９：３０～２１：００   

◉式典会場・・・茅ヶ崎市文化会館 大ホール ◉交流会会

場・・・茅ヶ崎市役所分庁舎コミュニティホール６Ｆ     

◇神奈川新聞より  「祝・茅ヶ崎市制７０週年」特集 協

賛掲載 ９/２７号 

◇「ロータリーの友」１０月号   ◇タウンニュース 

 

◎委員会報告 

田中会員［クラブ研修］：11/29(木)スペインクラブにて正午よ

り炉辺会合開催のお知らせ 

小澤会員［親睦］：10/7昼食会の確認 

澤邑会員［会員増強維持］：委員会開催の確認 

加藤会員：11/18E クラブ主催のチャリティ寄席、11/21 日中

友好音楽の絆開催のお知らせ 

石田会員［社会奉仕］：ペットボトルキャップ報告 

小澤会員［雑誌］：ロータリーの友 10月号の紹介 

 

上）結婚祝の杉本行廣・富田・北村・安武・石田の各会員 

下左）誕生祝の中山幹事と横山会員 右）皆出席の富田会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


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 

１０／４ ２８２２ ４５ ４２ ３３ ０ ９ ７８．５７％  

９／２０ ２８２０ ４６ ３７＋１ １９ ７＋６ ６ ６８．４２％ ８４．２１％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

ミニ卓話「ロータリーソングの始まり」 

ソングリーダー委員会・河本啓伸会員 

ロータリーソングは、1907年、つまりシカゴに世界初のロ

ータリークラブが生まれて２年後、シカゴクラブ内で「親睦

派」と「奉仕派」で対立が起こり、出席率も下がるという事

態となりました。その際に、ともに楽しく歌うことで危機を

乗り切ろうとした、ロータリークラブの創始者かつ当時の第

３代会長であったポール・ハリスが５番目の会員となったハ

リー・ラグルス（印刷業）に懇願して始まりです。その効用

は絶大で、クラブの団欒は甦り、それがきっかけで、例会で

の合唱が伝統となっていきました。 

日本では、1920年に東京クラブが誕生し、当初はアメリカ

で歌われたものをそのまま英語で歌っていたそうですが、

1935年、京都での地区大会に於ける「日本語ロータリーソン

グ入選作」として『奉仕の理想』『我等の生業』が発表されま

した。以降 1951年に『手に手つないで』（日本のロータリー

が 1952 年、２つの地区に分かれるのに際して、友情を誓い

合った歌です）や 1953年に『それでこそロータリー』などが

発表されました。 

当クラブでは、ご存じ天才ミュージシャンが 1998 年に名

曲『覇気あれ我がクラブ』を作り、既に 20年の長きに亘って

歌い継がれています。かわもと作品でこんなに愛されている

曲は他になく、ありがたい限りです。実はあの歌は、私が茅

ヶ崎ＲＣを辞めようと思って作ったものだと知る人はおそら

く少ないでしょう。もとからの知り合いは一人もおらず、木

曜の昼になったらとりあえず地元のエライ人たちとご飯を食

べて帰るという寂しいルーティンに堪えがたくなってきた頃

でした。「辞めても頑張るし、クラブにも頑張って欲しい」と

いうメッセージのつもりでした。それが歌をきっかけにいろ

んな人とも話が出来て、辞めたいという気持ちがなくなりま

した。入会間もない方で、「ロータリーってなんだかなぁ．．．」

と思っている人がいれば、ちょっと心開いて、誰かに話し掛

けてみて下さい。私でよければいつでもウェルカムですょ。 

一昨年、ポールへのオマージュで『ポール・ハリスへの手

紙』という歌を作りました。思うに、ポールは寂しがり屋だ

ったからこそ、異業種の人たちに働きかけ、思ったことを言

い合える友達が欲しかったのだと思います。まさかそれが世

界的組織になるとは、本人も予想していなかったことでしょ

う。ロータリークラブがそもそもは親睦をベースに奉仕活動 

を広げていったことを忘れず、規律ある中で 

こその楽しみを見つけて下さいね。そのため 

には 11/11に行われるかわもとひろのぶライ 

ブにお越しになることをお薦め致します。『ポ 

ール・ハリスへの手紙』も歌う予定です。チ 

ケットは絶賛在庫中ですので、お声掛け下さ 

いませ(^^)/ 

 

スマイル報告 伊藤和明会員 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 諸事お祝の皆様おめでとうご

ざいます。カーニーようこそ。楽しんで下さい。本日はクラブ

協議会がございます。宜しくお願い致します。 

台北西北訪問した会員一同 無事に今年の台北訪問が終了し

ました。予算の一部を台北参加者一同でスマイル致します。来

年はさらに多くの会員で行きましょう。 

国際奉仕一同 台北訪問一同より。ありがとうございました。 

杉本行廣君 結婚記念祝ありがとうございます。昭和 35年 10

月 15 日に挙式しましたので、58 年になり、クラブと同期で

す。他のお祝いの皆様おめでとうございます。 

下里洋一君 大変永くお休み致しました。久しぶりです。ごめ

んなさい。また来週と再来週もお休みします。ごめんなさい。 

富田桂司君 カーニーちゃんいらっしゃいませ！結婚記念・皆

出席表彰ありがとうございます。妻にも興味を持たれなくな

り、いく久しいですが、お祝いありがとうございます。皆出席

引き続きがんばります。本日は BBQ楽しみにしております。 

北村公子君 台風が通り過ぎ、庭の植木が枯れて落ち葉の掃除

が大変です。今日は結婚記念祝ありがとうございます。いつの

まにやらうん 10年、よくまあ！自分で自分をほめてあげます。 

安武 勝君 カーニーさん、いらっしゃい。結婚祝ありがとう

ございます。私事ですが、9 月 28 日に長男に第一子が生まれ

ました。そして、なんと 11 月 27 日が二男の第一子の予定日

です。クリスマス会に連れて来るのが楽しみになりました。 

石田貴一君 結婚祝ありがとうございます。現在も過去も常に

妻に感謝の気持ちを持って接したいと思います。 

伊藤留治君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。河本さ

ん、名誉の負傷のところ大変ですが、ミニスピーチよろしくお

願いします。 

池上 實君 先日の台風でガレージのシャッターが動かなく

なり、自分の自動車が車庫から出ません。どなたか帰りに車に

乗せて下さい。 

斉藤信夫君 諸事お祝の方々おめでとうございます。 

成田栄二君 諸事お祝の方々おめでとうございます。グエン・

カーニーさん、ようこそ！本日早退します。クラブ協議会欠席

で申し訳ありません。 

河本啓伸君 本日はお忙しい中、私のミニスピーチを聴きにお

集まり頂き、まことにありがとうございます。聴いて損のない

格調高い卓話をお楽しみに！ 

和田幸男君 箱根で税制セミナーのため、早退します。諸事お

祝の皆様おめでとうございます。 

出口敬純君 グエンちゃん、ようこそ！諸事お祝の皆様おめで

とうございます。 

澤邑重夫君 カーニーさんようこそ。夜はヤキニクよろしく

ね。この一週間、仕事ばかりしていて、ここに書けるようなお

もしろいことがありません。仕事があることはありがたいこと

ですので、これからも頑張ります。そういえば娘がヤモリを飼

い始めました。私もつられて飼ってしまいそうですが、女性職

員さんが退職してしまうと大変なのでやめておきます。 

横山 貢君 服部市長、とても悲しいです。ご冥福を祈ります。 

杉田祐一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

吉田恵子君 台湾の37°と日本の18°の気温差でカゼをひい

てしまいました。諸事お祝申し上げます。 

大箭剛久君 本庶先生のノーベル賞受賞おめでとうございま

す。テレビの報道を見ていたら、後輩と称する東大名誉教授が

「私のような凡人では到底及ばない」というようなことを言っ

ていましたが、東大名誉教授が凡人なら、私達一般庶民はどな

ってしまうのだろうと考えてしまいました。 

木村信一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。モッコリ

先輩、おだいじに。 

小澤雅彦君 諸事お祝の皆様おめでとうございます！クール

木村信一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。モッコリ

先輩、おだいじに。 

小澤雅彦君 諸事お祝の皆様おめでとうございます！クール

ビズが延長されたそうですが、私は基本いつでもネクタイを締

めて例会に来ています。“Be Gentleman!”「紳士たれ」クラー

ク博士が学生に課した唯一の校則だそうです。紳士たるもの、

まずは身だしなみから！ 

大竹孝一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

伊藤和明君 同級生・服部市長、心よりご冥福をお祈り致しま

す。 

［本日 26件、46,000円です］ 


