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☆歌唱「それでこそロータリー」    ☆会長挨拶    

☆幹事報告         ☆委員会報告 青少年交換 他  

☆卓話 ゲストスピーカー：入澤初子様（社団法人藤沢法人会会長） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 
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2010 年 10 月 28 日（木） 第２４６０回例会 天候：雨 司会：出口敬純副幹事 No. 17 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

入澤初子様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・社団法人藤沢法人会会長） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  １１月のロータリーレート １＄＝８２円 

◇ガバナー事務所より  

＊地区大会開催の感謝と御礼 

＊２７８０地区Ｗｅｂサイト ロータリアン検索ネットワークサポ

ーター募集について依頼 

＊「第２７８０地区ロータリアン検索ネットワーク」説明会開催

について 

 ・11/24(水) 15：30～／16：45～／18：00～ ・藤沢産業ｾ

ﾝﾀｰ 8F ・申込期限：11/15(月) 

＊青少年交換学生オリエンテーション開催の件 

 ・11/16(土) ＲＯＴＥＸ懇談会…13：00～14：00 オリエン

テーション…14：00～16：00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 8F  

＊ 「 家 族 月 間 」 卓 話 者 派 遣 に つ い て  卓 話 訪 問 日 ：

12/9(木)  

・家族委員会…小川正人様（伊勢原ＲＣ） ・会員増強・

維持委員会…高木浩一様（ふじさわ湘南ＲＣ） 

◇茅ヶ崎商工会議所より   

＊平成２２年度優良産業人等表彰式のご臨席について（依

頼） 

 ・11／19(金) 11：00～12：00 ・茅ヶ崎商工会議所 ４階

会議室 ・被表彰者：3９名 

＊平成２２年度優良産業人表彰の助成金交付について

（依頼） 

・助成金希望額：39,000 円（1 名につき 1,000 円） 

 

◇米山学友 陳政忠君より 創立５０周年祝電  ◇創立５０

周年記念講演聴講の礼状（匿名・他１名） 

◇ｔｈｅ rotarian ◇玉蘭荘だより １２８号 ◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆茅ケ崎湘南 11/ 3(水) 休会（祝日のため） 

          11/10(水) 12：30 点鐘 （昼例会に変更） 

          12/ 8(水) 18：30 点鐘 大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

          12/29(水) 休会（ｸﾗﾌﾞ定款により） 

☆藤沢北西  11/4(木) ⇒ 10/19(火) （ﾓﾝｺﾞﾙの子供達と

工場見学・ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ） 

          12/ 2(木) 12：00 点鐘 こぶし荘 

          12/16(木) 18：00点鐘 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ湘南 ビジ

ター費：7,000 円（ｸﾘｽﾏｽ家族夜間例会） 

          12/30(木) 休会（ｸﾗﾌﾞ定款により） 

☆平塚南    10/29(金) 夜間例会 

◎会報 着 台北西北区・茅ケ崎湘南（ﾒｰﾙ配信） 
◎委員会報告 

青少年交換［澤邑会員］：昨年度韓国へ留学していた野元

彩加さんがＡＯ入試で横浜市大国際教養学部に合格しま

した。ロータリーでの韓国留学が評価されたそうです。 
池上實会員：かつて当クラブが世話ク 
ラブになって財団奨学生（1984~85 年 
度）としてドイツで音楽の勉強をした 
上岡敏之さんが、ウッパータール交響 
楽団の常任指揮者として凱旋の演奏会 
をおやりになりました。そのプログラ 
ムがありますので、回覧致します。 



 
 
◎出席報告  池上 實会員 

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 
１０／２８ ２４６０ ３６ ３２ ２３ ２ ７ ７８．７９％  

１０／１４ ２４５８ ３６ ３３ ２６ １+２ ４ ８１．８２％ ８７．８８％ 

 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

◎スマイル報告 杉本行廣会員 

入澤初子様（藤沢東ＲＣ） 本日はよろしくお願い致し

ます。 
伊藤留治君 茅ヶ崎ＲＣ創立５０周年記念講演会・式典、

すばらしかったです。ゲストスピーカーの入澤さん、本

日はようこそ。 
河本啓伸君＆横山宏実君 先週は創立５０周年記念行事

が続きましたが、斉藤委員長をはじめとする実行委員会

の皆様、会員・ご家族の皆様のご協力を頂き、どうにか

終わることができました。ありがとうございます。 
斉藤信夫君 無事に創立５０周年記念式典を終了するこ

とが出来ました。実行委員の皆様、会員の皆様、御協力

ありがとうございました。 
田中賢三君 入澤さん、本日の卓話よろしくお願いしま

す。河本会長そして実行委員会の皆様、５０周年盛大の

うちに大成功でした。御苦労様でした。 
山口利通君 入澤会長ようこそ。いつもお世話様です。

入澤会長のお引き立てにより、税務署から表彰されます。

誠に誠にありがとうございます。 
出口敬純君 ５０周年お疲れ様でした。入澤さん、卓話

楽しみです。 
古性武志君 入澤初子様ようこそいらっしゃいました。

卓話楽しみにしています。 
池上 實君 クラブ創立５０周年記念行事無事終了おめ

でとうございます。実行委員の皆様、ご苦労さまでした。 
岩澤 正君 うつせみの 卓話の鐘に 漲（みなぎ）れ

る 
加茂正司君 ５０周年式典は成功裡でおめでとうござい

ました。入澤さん、ようこそ。 
小林 亨君 お客様ようこそ。５０周年記念では皆様の

ご協力に感謝申し上げます。台北の皆さんも喜んで帰ら

れ、是非１２月の台北西北クラブの５０周年にご参加下

さいとのことでした。 
熊澤圓造君 入澤会長いつもお世話になります。今日は

卓話楽しみです。 
粂 仁夫君 藤沢法人会会長入澤初子様、卓話楽しみで

す。 
岡本辰男君 入澤様、卓話楽しみにしております。 
小澤耕一君 今月は行事が多く、欠席続きで今日が初め

ての出席です。台風が無事過ぎますように。 
和田幸男君 創立５０周年記念式典、河本会長、斉藤実

行委員長、お疲れ様でした。藤沢法人会の入澤会長、卓

話よろしくお願いします。 
山本幸一君 入澤さん、ようこそ。卓話よろしくお願い

します。５０周年記念行事お疲れ様でした。今日だった

ら震えているところでしたね。記念誌チームの皆様、こ

れからもうひと踏ん張り、頑張って下さい。 
横山 貢君 先日は茅ヶ崎ロータリークラブ５０周年式

典お疲れ様です。大変すばらしい式典でした。 
杉本行廣君 ５０周年記念式典無事終了お疲れ様でし

た。その際、皆出席表彰を頂きありがとうございました。 
［本日 21 件、45,000 円です］ 
 

卓話 ゲストスピーカー：入澤初子様 

「明るく楽しく老いる 覚悟・決断・準備」 

ゲストスピーカーご紹介 

いりさわはつこ 2003 年よ

り社団法人藤沢法人会会長 
女性の法人会会長は全国で

２名だけ 現在は藤沢東Ｒ

Ｃ幹事でもある  

【卓話概要】 
 先程法人会の女性会長は全国で二人というご紹介を

受けましたが、女性がやっているといいこともありまし

て、殿方だと俺が俺がとなるところを逆にいろいろと力

を貸して頂いてやらせてもらっています。 
 「明るく楽しく老いる」というタイトルですが、どん

なに偉い人でも必ず１つずつ老いるわけで、どうせなら

明るく楽しく、ということです。どうしたものか私は４

人の親と夫を介護し、送ることとなりました。その折々

に思ったこともありますのでお話させて頂きます。 
 私が茅ヶ崎市の住民になって４８年経ちました。二十

歳で結婚して初めは順調だったのですが、やがて実家の

父が胃癌となり１５年で５回手術をしました。６９歳で

亡くなったあと、今度は主人の両親が癌になりました。

母は片肺全摘、父は胃を全摘。そうこうしているうちに

今度は主人の具合が悪くなってしまい、意志疎通のある

会話は出来なくなり、母は一晩中徘徊し、ドアや窓の鍵

は全て開けてしまうといった状態で、もういつ寝ていつ

起きているのかといった生活でした。さらに、夫が亡く

なって２～３年経った時、今度は実家の母が癌になって

しまい、ちょっと手遅れの状態だったのですね。それで

ホスピスを探しましたが、全てキリスト教関係で家では

ナンマイダと言って過ごしているのに、最後だけアーメ

ンでは可哀想に思って、家に引き取りました。これで家

の中に３人の要介護者が居ることになったわけですが、

介護保険のシステムがなかなか実情には合わなくて．．． 

10 月 28 日、創立 50 周年事業の一環として茅ヶ崎市立図書

館に「新潮文庫今年の 100 冊」を寄贈してきました 


