
 

◇黙祷［伊藤留治会員ご逝去に伴い］ ◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」 ◇四つのテスト唱和［菅野

敦会員］ ◇会長・幹事章引継ぎ ◇表彰［米山功労者メジャードナー等］ ◇ガバナー補佐挨拶 

◇会長挨拶 ◇幹事報告 ◇卓話「所信表明」中山冨貴子会長・富田桂司幹事 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2022 年 7 月 7 日（木） 第２９７６回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 1 

 

＝本日の例会行事＝ 

◎黙祷 

伊藤留治会員ご逝去に伴い（写真・上） 

◎ゲスト・ビジター紹介 

當間安弘様（ガバナー補佐・茅ヶ崎中央ＲＣ） 

竹内悟門様（ガバナー補佐幹事・茅ヶ崎中央ＲＣ） 

◎表彰 

☆第１８回米山功労者メジャードナー   

田中賢三君 （感謝状 授与） 

☆ポールハリスフェロー   

徳舛幸丈君 （認証状・ＰＨＦピン 授与） 

☆新会員推薦者へ「Ｄｏ Ｍｏｒｅ Ｇｒｏｗ Ｍｏｒｅ」缶バ

ッチの授与   田中賢三君／横山 貢君 

左）新旧会長・幹事 右）當間AGと竹内AG幹事 
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中山会長年度初回例会は伊藤留治会員ご

逝去に伴い、黙祷から始まるものとなりま

した。上記の行事以外にも、中山会長がガ

バナー公式訪問の際に「Imagineを会員全

員で歌いたい」という希望から、河本会員

がひとまずピアノの弾き語りで歌って、歌

を覚えようという企画もありました。おか

げで会長・幹事の所信表明の時間が少々足

りなくなったのは御愛嬌でした。 

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 

７／７ ２９７６ ４０ ３７＋１ ３５ １ ２ ９４．７４％  

６／１６ ２９７４ ４１ ４０ ３０ ６＋０ ４ ９０．００％ ９０．００％ 

 

 

 

 

 

出席報告 吉田恵子会員 

◎スマイル報告 水嶋 聡会員 

當間安弘様（第 4Gガバナー補佐・茅ヶ崎中央 RC）中山会長・

富田幹事そして茅ヶ崎ロータリークラブの皆様、2022-23年度

が始まりました。3000 回例会という節目を迎える年です。記

憶に残る一年を創り上げてください。独り立ちしてはじめての

クラブ方民です。AG幹事ともども、ワクワクしながらのスタ

ートです。古知屋直前会長様・加瀬直前幹事様、お疲れさまで

した。引き続きご指導よろしくお願いいたします。 

竹内悟門様（第 4G ガバナー補佐幹事・茅ヶ崎中央 RC）中山

会長・富田幹事をはじめとする茅ヶ崎ロータリークラブの皆

様、どうぞ 1年間よろしくお願い致します。 

中山冨貴子君＆富田桂司君 今年度始まりました。一年間どう

ぞ宜しくお願い致します。當間 AG、竹内 AG幹事、本日は宜

しく申し上げます。伊藤留治さまご逝去にあたり、心よりお悔

やみ申し上げます。 

伊藤和明君 父を大切にして頂き、ありがとうございました。 

田中賢三君 伊藤留治様の御冥福を心よりお祈り申し上げま

す。當間ガバナー補佐、竹内補佐幹事、一年間よろしくおねが

いします。中山会長・富田幹事、クラブの方一年間よろしくお

ねがいします。 

成田栄二君 新年度に入りました。会長・幹事・理事・役員の

皆様、一年間よろしくお願いします。當間 AG・竹内 AG補佐、

一年間ご苦労様です。表彰の方々おめでとうございます。 

横山博行君 伊藤留治相談役の訃報に際し、心よりご冥福をお

祈り申し上げます。茅ヶ崎ロータリークラブ新年度を迎えるに

あたり、中山会長・富田幹事、あらためてよろしくお願いいた

します。 

大箭剛久君 中山会長・富田幹事、一年間よろしくお願いしま

す。前回、例会の帰り、一時停止をせず、警察のお世話になり

ました。罰金 7000円、きっと世の中の役に立つだろうと思う

とすがすがしい気持ちです。 

加藤 寛君 新年度ですね。理事・役員の皆様、一年間宜しく

お願い致します。 

吉田恵子君 ガバナー補佐當間様、竹内様ようこそ。新年度に

なりましたね。中山会長一年間よろしくお願いします。伊藤留

治様のご逝去、心からお悔やみ申し上げます。 

和田幸男君 中山会長、富田幹事、1年間よろしくお願いしま

す。當間ガバナー補佐、竹内ガバナー補佐幹事ようこそ。 

細井年春君 中山会長・富田幹事、今年度よろしくお願いしま

す。伊藤留治様、謹んでご冥福をお祈りいたします。これまで

本当にお世話になりました。 

平賀裕祥君 伊藤さま、この度はご愁傷様です。心からお悔や

み申し上げます。中山会長・富田幹事、着任おめでとうござい

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

小澤雅彦君 入会したばかりのころ、池上先生が暑いのにスー

ツでいらしていたので、どうしたのかと聞くと、「今日は会長・

幹事の所信表明だから、敬意を込めてスーツなんだ」と。そん

な先輩たちの気持ちを引き継ごうと私もスーツで来たのはい

いのですが、急いで着替えたら、ベルトをするのを忘れてきま

した。まだまだですね。 

橋本正一君 ゲストの當間様、竹内様こんにちは。表彰の皆さ

んおめでとうございます。今日から新年度、よろしくお願いい

たします。 

河本啓伸君 中山年度の素敵なスタートを祝します。皆さん、

今年のテーマでもある“Imagine”をガバナー公式訪問の時に

歌えるように頑張りましょう。 

永田輝樹君 改めて、伊藤留治様のご冥福をお祈り申し上げま

す。 

安武 勝君 當間安弘ガバナー補佐、竹内悟門ガバナー補佐幹

事、ようこそお越しいただきました。いよいよ中山年度が始ま

ります。今年 1年副幹事を務めます。よろしくお願いします。 

杉田祐一君 當間ガバナー補佐、竹内ガバナー補佐幹事、よう

こそいらっしゃいました。中山会長・富田幹事、1年間どうぞ

よろしくお願いいたします。 

澤邑重夫君 當間さん、竹内さん、ようこそ。中山会長、みな

さま、今年もよろしくお願いいたします。さて先日ある会合に

て、飲み屋のママがうちのママに「タマゴおいしかったです。

ありがとうございます」とか言ってしまい、答弁に窮しており

ます。モリカケ問題ならぬ、タマゴカケ問題です。私としては、

とりあえず、花火を見る会を開催して、この場をのりきる所存

です。 

秋本一茂君 4 年ぶりに片瀬西浜で花火があります。今年は 3

回に分けて、150発 3分間です。1回目は 7/12 19:30~です。 

木村信一君 當間安弘様、竹内悟門様、いらっしゃいませ。表

彰の皆様おめでとうございます。 

田中 毅君 理事の皆様、会員の皆様、改めまして 1年間よろ

しくお願い致します。 

加瀬義明君 當間 AG、竹内 AG幹事ようこそ。中山会長・富

田幹事一年間よろしくお願い致します。表彰の皆様、おめでと

うございます。 

菅野 敦君 暑い日が続きますが、熱中症には気をつけてがん

ばっていきましょう。 

古知屋光洋君 當間AG、竹内AG幹事ようこそ。今日は七夕！

中山会長・富田幹事 1年間よろしくお願いします。 

杉本剛昭君 本日より新年度スタートですね。でも、いつもの

席に伊藤さんのお姿が見られないのはさみしいです。當間AG、

竹内 AG幹事ようこそお越しくださいました。表彰のみなさま

おめでとうございます。 

北村公子君 新しい体制でのスタートです。よろしくお願い致

します。不在者投票も済ませて気が楽になりました。 

大竹孝一君 當間様、竹内様ようこそ。新年度スタートですね。

新体制役員の皆様よろしくお願いいたします。古知屋前会長を

はじめ旧役員の皆様おつかれ様でした。 

柾木太郎君 心配していた台風もそれて、えらく暑い日となり

ました。夏モードですが、コロナの新型も急増しているので、

お体ご自愛下さい。ゲストの皆様ようこそ。 

水嶋 聡君 新年度となりました。本年はスマイル委員長とし

てガンバリます。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

［本日 32件、54,000円です］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      
2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2022−23 年度 茅ヶ崎ロータリークラブ第６３代会長を仰せ

つかりました中山冨貴子です。私なりに精一杯、誠心誠意努め

る覚悟をもってお引き受けいたしました。 

初めに、6 月 30 日にご逝去されました伊藤留治会員ご家族皆

様へ、心よりお悔やみを申し上げますとともに謹んで伊藤会員

のご冥福をお祈り申し上げます。 

ロータリーボイスの中でブライアン・ラッシュさんがノーベル

平和受賞者であるデズモンド・ツツ大司教のお話をされていま

した。 

人の人生はその方の残された遺産によって多く語られるもの

です。遺産とは基金そのものや建物、受賞歴といったことでな

く、その人がどのように人々を変え、より良い存在になれるよ

う人々を鼓舞したかということです。 

良い方向へどのように導かれたかということだと思います。伊

藤さんには茅ヶ崎 RC だけでなく茅ヶ崎地域や多くの方が影

響を受けていられたことと思いました。三浦綾子さんの言葉で

すが、「一生を終えてのちに残るのは 我々が集めた物ではな

くて、我々が与えたものである。」手元に集めたものは自らの

死と共に消えてなくなり、 

与えたものは 残された人々の心に残る。伊藤さん沢山の教え

をありがとうございました。 

杉本先輩、池上先輩、伊藤先輩と相次いでお見送りして、長老

がいなくなることにより、違う茅ヶ崎 RCみたいだと言われな

いように心して、茅ヶ崎 RCの基本に立ち戻り、新しさを取り

入れながら先輩方にお教えいただいた伝統と格式を損なうこ

とがないようにみんなで活動を出来たらと思います。 

さて、いまだに収まらない新型コロナウイルス感染の 100 年

に一度の世界的危機は前年度、前々年度とロータリークラブの

例会環境をも変化させて来ました。またロシアによるウクライ

ナ侵攻も身近に感じる戦争の恐怖を改めて感じ甦らせます。ロ

ータリークラブの目指す世界平和を祈りたいと思います。 

今、1人のロータリーアンとして何が出来るのだろうかと真摯

に考え、目の前の現実から目を背けることなく、一人一人のロ

ータリアンが、クラブの仲間達と手に手を取り合い明るい平和

な未来へ向けてイマジンする、想像したいと思います。 

2022−23 年度の女性初の RI 会長 ジェニファー E. ジョー

ンズ氏（カナダ、オンタリオ州、ウインザー・ローズランド RC）

は大きな夢を抱き行動を起こすことを求めています。 

「私たちには皆、夢があります。しかしその実現のために行動

をするかどうかを決めるのは私たちです。想像してください、

私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めると

き、その世界に変化をもたらせると知っています。」 

2022 年 1 月 20 日に発表された会長テーマは「イマジン ロ

ータリー」です。 

ご自身の体験の中、出会いと繋がりのロータリーマジックにつ

いて語られ、DEI・・「多様性」 

「公平さ」「インクルージョン」を率先して実現、あらゆる多

様な会員が参加、能力を発揮することによってロータリーは変

化し、改革を成し遂げることが出来るとお話しされました。 

ロータリーの中核的価値観、伝統、遺産は私たちが信じ大切に

しているもの、今まで以上に力強いものにするために何ができ

るかを想像しながら、さらに築きあげていくものですと述べら

れました。 

『IMAGINE ROTARY』ポリオのない世界、優しさ、希望、愛、

平和を想像してください。と話されました。 

そして第 2780地区佐藤祐一郎ガバナーは「Imagine Rotary」

RI会長テーマを受け活動指針を 

＊「取り戻そう！」世界危機だった２年間で失ったり忘れたり

希薄になった全てのものを。 

＊「記憶に残る年にしよう！」ロータリーの基本はクラブ会員

ひとり一人です。 

全ての会員が役割を持ち楽しんで積極的に参加できるクラブ

へロータリーはクラブが原点です。と話されました。 

クラブはロータリーの目的に向かって、独自性を発揮し、特徴

ある生き生きとしたクラブになるべきですと示唆されました。

ジェニファー会長はとても印象的なテーマを掲げ、クラブで考

え、今まで成し遂げていないようなことに向けて行動し、新し

い歴史を作り、クラブにとって印象的で記憶に残る年度にしま

しょう。学んで知り、好んで、楽しみましょう。と述べられま

した。 

所信表明 

第 63代会長 中山冨貴子 

2013 年 2 月入会／団体保険 

ロータリーへの思い「思い遣

りを持ってクラブと関わりた

い」女性会員第一号の一人 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そこで 今年度の茅ヶ崎 RCの会長方針は「クラブみんなで想

像出来る楽しい未来を考えましょう」と、いたしました。 

 

意図せずに平和の無い世界に閉鎖された 長い時間を取り戻

すために、これから先のロータリーの奉仕活動、委員会活動、

親睦活動を通してクラブ会員同士の親睦を深め、ロータリーの

目的、ロータリーの理想を改めて確認しつつ、全ての会員がそ

れぞれの役割を楽しんで活動できたと言える、記憶に残る一年

に出来ればと考えました。 

 

ロータリーの基本である「超我の奉仕・・最も良く奉仕するも

の、最も多く報いられる」（アーサー・F・シェルドン）やポー

ル・ハリスの「ロータリーへの私の道」で「もしも、ロータリ

ーが人間とか人生というものを、一層温かい眼で眺めるように

我々を導いてくれるなら、もしも、ロータリーがお互いの長所

を認めるために我々が一層寛容で熱意を持つように教えてく

れているなら、もしも、ロータリーが人生の楽しさと美しさを

発見して、それを広めようとしている同志相互の親善の場であ

るならばロータリーは我々の望み（平和な親しみやすい世界）

をすべてかなえてくれる。」 

信頼と、友情と、寛容と、情熱、ロータリーの持つ基本的な精

神文化について一人のロータリアンの行動が人々の人生を変

え強いては世界を変えることもあるということを胸に刻み、楽

しいクラブの未来を想像するために取り組む上で、具体的な活

動方針として次の４点に重点を置いて進めたいと思います。 

 

１．クラブを挙げて仲間を増やしましょう。63年の歴史と伝

統ある素晴らしい茅ヶ崎RCを友人に紹介してください。入会

したいと思って出席頂ける例会を増やします。 

２．奉仕活動を通じて、会員歴の短い仲間にロータリーを理解

して積極的に楽しく活動に参加できる機会を作ります。 

３．ロータリーはどのような活動をしているのかを分かりやす

く理解頂ける研修に努めます。 

先輩の会員が新しい会員を導き一人ひとり役割を持って活動

し、ロータリーの心を理解出来るように研修の機会を充実しま

す。 

４．クラブ皆んなで楽しめる親睦活動の企画や例会運営に努め

ます。 

 

まず、今年度の創立記念例会に平和センターホストエリア コ

ーディネーターの水野功様に卓話をお願いいたしました。沢山

の方々がお話を聞きに来られます。 

3000回記念例会も大きな行事として企画しております。 

今まで叶わなかった、行ってみたいツアーも予定します。 

 

クラブビジョン・スローガン 

『理想の未来へ 学び・楽しみ・奉仕する！我らが茅ヶ崎ロー

タリー』 

 

茅ヶ崎ロータリークラブみんなで手を取り合って一つの目標

に向かって楽しみましょう。 

皆様のご協力を１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 



 

皆様、こんにちは！新年度幹事を拝命することとなりました。

富田でございます。 

不相応にも大役を仰せつかり、身が引き締まり過ぎ、蚤の心臓

がハイプレッシャーで既に押し潰されそうです。 

クラブ幹事という役回り自体は先代の方々がされてきたこと

について、目に見える範囲内でしかわかりかねます。何をする

か、すべきかは正直始めてやってみないこととには、まだまだ

わかりかねます。正直、不安だらけです。 

 

但し、幸いなことに中山会長自身が２度の幹事経験をされてい

らっしゃる元ベテラン幹事でもあり、的確に御指示を頂けるこ

とを他力本願で期待するのではなく、自分自身のクラブ内での

役回りを自覚した上で、行動し、中山会長を支えさせて頂くこ

とに全力投球することを、お約束致します。 

 

また中山会長年度におきましては、１月に 3000回記念例会、

台北西北クラブ交流事業の復活、その他、現在、子供食堂事業

等の計画も進められており、全クラブでの協力体制が必要な状

況になりつつあります。 

 

加えて、今後のクラブ会員数については、若手世代の人口減も

あり、クラブをどう維持していくかも、重要な課題になってま

いります。その為にも、楽しく、魅力あるクラブづくりも意識

しなければなりません。 

 

先ずは我々も楽しんでクラブ活動に参加する必要があります。

その上で、今年度については会員増強を全会員にお願いしたい

と思います。そして、会員間での親睦、交流を積極的にするよ

うにしましょう。目標はずばり茅ヶ崎NO.1の会員数を目指し

て頂きたいと思います。 

先ずは伝統ある茅ケ崎クラブをグループで最も存在感のある

クラブにリバイバルさせて頂きたいと思いますます。奉仕活動

には資金である御寄付も必要となります。 

それを実践するには意識の高い会員も当然必要です。どちらが

欠けても精度の高い奉仕は実現できません。 

 

また、前年度末におきましては、私、一身上の都合により自粛

期間を申し渡され、大変、御迷惑をお掛けしました。この期間

中に外出もできない最中、どれだけ普通の生活ができ、どれだ

けロータリー活動ができるのか、暗中模索することとなりまし

た。 

そうした事態は、私だけでなく、会長含め、皆さん含め、いま

だ起こりうることです。緊急事態の対応もまだまだ必要な状況

であることを継続して意識したクラブ運営を勤めさせて頂き

ます。 

 

そんな折、息抜きにアマゾンプライムやら溜った書籍を読みふ

けっておりました。その中で、『パリピ孔明』という連載アニ

メーションと出会いました。内容を要約すると三国志の諸葛亮

孔明が現代に生まれ変わり、駆け出しのシンガーの腕利きマネ

ージャーとして、スターダムに伸し上げるという設定でした。 

出来る事なら歴史的な名著などからの引用でお話をしたかっ

たのですが、たまたま目にしたもので、自分がこれから一年間

お手伝いをさせて頂く中山会長年度の幹事職と重ね合わせて

使えるヒントにでもなればと、拝見しておりました。残念なが

ら皆さんに特に御紹介できるような箇所はございませんでし

た。（笑） 

 

三国志と言えば、今でも使われている慣用句で、耳にされるも

のも多いと思います。『桃源の誓い』『三顧の礼』『水魚の交わ

り』『泣いて馬謖を斬る』『苦肉の策』『臥竜、鳳雛（ほうすう）』

『覇道』『任侠』『酒池肉林』等でしょうか。 

参考にできるとすれば、本日を中山会長との桃源の誓いとし、

グループ内で最も活気のある強い茅ヶ崎クラブにすることを

宣言いたします。 

 

幹事職は軍師とは違いますが、会長のクラブ運営を支える上で

は会長とクラブの方々全員の取り纏めをお手伝いさせて頂き、

クラブ活動を円滑に進める立ち位置であることは間違いあり

ません。 

各委員長の方々と密に連携を取らせて頂き、ベテランから新入

会員の皆さんに至るまで、御意見を広く伺わせて頂き、より良

いクラブ運営の為に粉骨砕身させて頂きたいと存じます。 

 

会員増強は最優先ではございますが、記憶に残る年度にしまし

ょう、そして、クラブ会員全員で想像できる楽しい未来を考え

ましょう！ 

 

以上、簡単ではございますが、幹事所信表明とさせて頂きます。 

ご清聴ありがとうございました。 

所信表明 

第 63代幹事 富田桂司 

2014 年 8 月入会／石材工業 

ロータリーへの思い「一人で

出来ることは限りがある。力

を合わせて奉仕したい」 

 


