
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔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」「覇気あれ我がクラブ」    
◇会長挨拶           ◇幹事報告             
◇卓話 「高南一周駅伝競走大会の由来と現況」 小室正明様（茅ヶ崎陸上競技協会理事長） 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2013 年 1 月 24 日（木） 第２５６４回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 27 

◎ゲスト・ビジター紹介 

小室正明様（ゲストスピーカー・茅ヶ崎陸上競技協会理事

長）                  

鈴木久美子様（鈴木米店）・小林ハツ子様（小林ハツ子事

務所）・城戸千代子様（城戸千代子税理士事務所）・岩澤あ

ゆみ様（くまじ株式会社）・中山冨貴子様（大同生命保険株

式会社）・半田朋子様（相模通信工業株式会社）・吉田恵

子様（湘南ひまわり）・・・クラブ招待ゲスト 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊国際ロータリー２０１３～２０１４年度 ロータリーテーマ 

『Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ，Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ』・・・ロータリーを実

践し、みんなに豊かな人生を 

＊次年度クラブ指導者に向けた「公共イメージセミナー」開

催の案内 

  ・２/２８(木) セミナー…１４：３０～１７：００ 懇親会…１７：

００～１８：００（会費 1,500 円）  ・藤沢産業センター８Ｆ『情

報ラウンジ』   ・対象者…次年度クラブ会長・奉仕プロジ

ェクト責任者・広報責任者 

◇ガバナー補佐より  ＧＳＥ受入に関しての説明と協力に

ついて 

 ・２/５(火) １８：３０～ ・海老名オークラフロンティア「アル

エット」 ・会費 5,000 円 

◇タウンニュース 
◎例会変更 

☆茅ヶ崎湘南   ２/２７(水) １８：３０点鐘 箱根湯本「河鹿

荘」 ビジター費：10,000 円 （一泊研修例会） 

☆藤沢北     １/２５(金) 移動例会 （新年会・横浜港

屋形船クルーズ） 

           ２/１５(金) 休 会 （クラブ定款による） 

☆寒川 ２/４(月) ☆綾瀬 ２/１２(火) ☆茅ヶ崎湘南 ２/６(水) 

☆茅ヶ崎中央 ２/８(金) ☆綾瀬春日 ２/６(水) 

⇒上記いずれの例会も ２/９(土) １５：００点鐘 オークラフ

ロンティアホテル海老名に変更 

（第４グループ合同例会 及び ＩＭ） 

会員増強の一環で、７名の女性会員候補を

ゲストに招き、日頃とは違う華やかな雰囲

気で例会が進行しました。左上より岩澤あ

ゆみ様（くまじ株式会社）、城戸千代子様

（城戸千代子税理士事務所）、小林ハツ子

様（小林ハツ子事務所）、鈴木久美子様（鈴

木米店）、中山富貴子様（大同生命保険株

式会社）、半田朋子様（相模通信工業株式

会社）、吉田恵子様（湘南ひまわり） 



 
◎出席報告  梅田弘人会員 

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 
１／２４ ２５６４ ３２ ３０ ２３ ２ ５ ８３．３３％  

１／１０ ２５６２ ３２ ２６＋６ ２９ １＋０ ２ ９３．７５％ ９３．７５％ 

 ◎スマイル報告 稲毛 隆会員 

田中賢三君 女性ゲストの皆様ようこそ。例会が活気付き嬉

しいです。小室さん、卓話楽しみです。 
和田幸男君 女性会員候補の皆様、ようこそいらっしゃいま

した。小室理事長、卓話よろしくお願い致します。 
大森久巳男君 ゲストスピーカー小室正明様、高南一周駅伝

の歴史について卓話楽しみです。宜しくお願い致します。今

日は大勢の女性のお客様方、ようこそいらっしゃいました。

これから続けて出席いただけますようにお願いします。 
伊藤留治君 茅ヶ崎警察署武道始めの為、本日早退させて戴

きます。 
山口利通君 本日のゲストの皆様ようこそいらっしゃいま

した。ごゆっくりお過ごし下さい。 
出口敬純君 お客さまようこそ！入会お待ちしております。

小室さん、卓話楽しみです。 
程島利通君 22 年振りの事件がようやく解決出来ましたの

で．．． 
池上 實君 ゲストスピーカーの小室様はじめ女性ビジタ

ーの皆々様ようこそ。是非入会下さるよう願っております。 
加茂正司君 小室様、本日の卓話を楽しみにしています。沢

山のお客様ようこそいらっしゃいました。楽しんで下さい。 
河本啓伸君 ゲストの女子の皆様ようこそ。奇妙な歌から始

まりましたが、至ってまじめな会合です。是非入会して一緒

に歌いましょう。ゲストスピーカーの小室様ようこそ。こう

見えても私は鶴嶺中学出身で高校時代は陸上部のキャプテ

ン。高校駅伝で区間ブービー賞という輝かしい経歴の持ち主

です。今日はよろしくお願いします。 
小林 亨君 お客様ようこそ！特に岩澤さん、いつもお世話

になっております。 
杉本行廣君 ゲストスピーカー小室様と大勢のご婦人方の

ゲストをお迎えてして、にぎやかな例会が催されたことを嬉

しく思います。田中委員長、ご苦労様でした。 
岡田和弘君 ゲストの皆様ようこそおいでくださいました。

楽しんでいって下さい。また、小室様の卓話楽しみです。よ

ろしくお願いします。 
清水賢一君 ゲストのみなさま、ようこそ。 
稲毛 隆君 ゲストの皆様ようこそいらっしゃいました。小

室様、卓話よろしくお願いいたします。 
［本日 15 件、34,000 円です］ 
 

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 

 神奈川県体育史には次のように紹介されている。 
 『本市の体育協会は野球部オンリーの協会であったが、

種目を増やそうと協議を重ね、小学校を対象とした神社参

拝リレーを計画し、当時の小学校は高等科（現在の中学生）

があって、この生徒によるマラソンを考えた。（略）戦時

中でもあり軍国調はなやかな時でもあったので、「戦勝祈

願神社参拝継走大会」と銘打ち、第一校区（茅ヶ崎小）・

第二校区（鶴嶺小）・第三校区（松林小）の間でカップ争

奪戦をやった。この行事を始めたのが昭和 14 年である。』 
 特徴としては、あくまで生徒が中心ではあったが、大

人・青年団員が走ることも数区間あった。コースは、スタ

ートが厳島神社（新町）から、ゴールは現在の茅ヶ崎小学

校であり、中継は各神社ではあるが、その区間は 6～22 区

間と変動的であった。 
 昭和 21 年と昭和 22 年 2 月 11 日開催の名称が「高座南

部体育大会区内一周マラソン大会」となっている。すなわ

ち、昭和 22 年 10 月 1 日「茅ヶ崎市」として町から市にか

わる以前は、高座郡茅ヶ崎町であった。高座郡とは、現在

の相模原・大和・海老名・綾瀬・藤沢・寒川・茅ヶ崎が含

まれている。この高座郡の南部方面をコースエリアとして

駅伝大会が行われたということから、「高座郡の南部方面」

⇒「高南」⇒「高南一周駅伝競走大会」という名称になっ

た起源である。 
 コースは、いろいろと変遷したが、常に成人の日に開催

される茅ヶ崎伝統の一大イベントでもあった。その後、市

が発展するにしたがい必然的に交通事情の悪化を招いて、

全市規模での駅伝コースは困難となり、ついに昭和 53 年

の第 40 回大会から、茅ヶ崎北陵高校の周辺コースに変更

せざるを得なくなった。そして昭和 59 年の第 46 回大会よ

り、より一層の交通安全と大会運営の円滑化を期して、北

陽中学校へと移して開かれてきた。 
 ところが、折からのジョギングブームを反映して、駅伝

やマラソンへの関心が高まり、「伝統あるこの駅伝を、以

前のように市内を一周するコースに戻せないか」という声

が、数多く寄せられるようになった。 
 そこで、このような意見をもとに検討を重ね、諸機関・

諸団体のご協力をいただき、平成 4 年の第 54 回大会より

会場（スタート・中継所・ゴール）を茅ヶ崎市総合体育館

に移し、市の中西部を周回するコースに変更して開催さ

れ、今年で 22 年目になる。女子の部の導入が、昭和 55 年

の第 42 回大会からであり、今年で 34 回目となる。また、

中学生が地区で走れるようになったのが平成元年の第 51
回大会からであり、今年で 25 回目となる。 
 小学生地区対抗・ふるさとランナーの参加や祭り囃子・

のぼり旗の応援など、高南一周駅伝競走大会は新たな時代

に突入したのが、平成 20年の第 70回記念大会からであり、

今年で 6 回目となる。多くの皆様・関係団体からのご理解

ご支援ご協力で開催できることに感謝しながら、さらに魅

力ある茅ヶ崎らしい駅伝大会にしていきたいものである。 
 

卓話「高南一周駅伝競走大会の由来と現況」 

小室正明様（茅ヶ崎陸上競技協会理事長） 

実況放送、襷の掛け方実演などもあり、楽しい卓話でした 


