
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」     ◇四つのテスト唱和［杉本会員⇒］ 

◇ゲスト・ビジター紹介    ◇会長挨拶   ◇幹事報告    

◇創立記念卓話 ゲストスピーカー 水野 功 様 『私とロータリー』 
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2022 年 8 月 4 日（木） 第２９８０回例会 天候：曇り 司会：安武 勝副幹事 No. 5 創立記念例会 

 

◎幹事報告 

◆国際ロータリー日本事務局より    

◇８月度ロータリーレート  １＄＝１３３円 

◇会員増強・新クラブ結成推進月間 リソースのご案内 

◆ガバナー事務所より   

◇ロータリー財団月間（１１月）卓話依頼について 

◇危機管理セミナー開催のご案内    

 ◉９/３（土） １４：００～１６：１０   ◉藤沢商工

会議所ミナパーク６階「多目的ホール」  

◆ロータリーの友事務所より  新型コロナウイルス感

染症に関する友事務所対応の件 

◆タウンニュース（茅ヶ崎ＲＣ会長紹介記事 掲載号） 

＝本日の例会行事＝ 

茅ヶ崎ロータリークラブ第 63 回創立記念例会は 40 名を超

えるゲスト・ビジターをお迎えして賑やかなものとなりまし

た。クラブ史に新たな 1ページを加える素敵な例会でした。 
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水野功様。知性とユーモア溢れる卓

話をありがとうございました。 

ゲストスピーカー 水野 功 様 『私とロータリー』（ロータリー平和センター・

ホストエリア・コーディネーター／２７５０地区パストガバナー） ※概要 

 ロータリーには返事は２つしかない。それは「はい」と「Yes」だというのはご存じでしょ

うが、実は３つめがありまして、「喜んで」というものだそうです。そして、さらに最近では

４つめとして「待ってました」というのがありまして、私は好んでこれを使うようにしてい

ます。中山会長とは昨年まで、ロータリー平和センターでお手伝いしていただいていました

ので、今回の卓話も断るわけにはいかず、「待ってました」とお引き受け致しました。テーマ

は何でもよいということでしたので、『私とロータリー』ということで、これまでのことをお

話したいと思います。 

 お話の前にお礼をしておかなければなりません。全国のロータリアンの皆様から毎年 15

円ずつ頂いております。だいたい 120万円～130万円ほどの予算になります。それによって

平和センターを運営させていただいております。あらためてここでお礼を言わせていただき

ます。厚く御礼申し上げます。 

 私は 32 歳の 1986 年に父親を亡くしました。父は私が所属する飛火野 RC のスポンサー

クラブである日野ロータリークラブの創立メンバーでした。子供の頃からロータリーのバッ

ヂには憧れを抱いていました。私は父が亡くなったあと、すぐにでも入会しようと思ってい

たのですが、同じ会社にいた叔父がすぐに入ってしまいました。当時は一業種一名というた

いへん厳しいルールがあったので、私は入れなくなってしまったわけです。2~3年経って、

父の友人だったという方から電話がありまして、日野 RCが子クラブを作ることになったの

で、よかったらそこに創設メンバーとして入らないかと言われました。私はバッヂに憧れを 

持っていましたので、一も二もなく「よろしくお願いします」ということで、東京飛火野 RCに入りました。 

 当時の RI 会長はヒュー・アーチャーという方で、その時のテーマが「Enjoy Rotary」でした。33年間ロータリーにいて、

私はこのことを忘れたことはありません。その時の地区ガバナーである田邊賢三氏の地区運営方針が「・マンネリ化より脱す

る ・自由な対話をする ・参加して楽しいロータリーを」でした。今でも十分通用する方針ですよね。我々はこの 33年間、進

歩したのか退化したのか...。私が入会した頃のスポンサーは私に入会を薦めた人で、のちに分区代理（現ガバナー補佐）をや

られることになる人ですが、この人から入る時に「経営者だから、自分の時間くらいコントロールできるだろう。だから絶対

に例会を欠席してはならない。どうしても出られなければ、近隣の地区でメークアップをしなさい」ときつく言われました。

私はこれを忠実に守りました。主に八王子でメークアップしましたが、時には都内でもやらないと間に合わないことがあって、

どうせなら食事が美味しくて、高級なホテルでやっている所に行こうと思い、36歳頃に東京西クラブへ出かけて行きました。

場所はオークラでした。おっかなびっくり出掛けたのですが、入口で足に生涯のある 80 歳を超えた SA の方が出迎えてくだ

さって「今日はよく来たね。僕がずっとアテンドしてあげるから、食事を楽しんで帰ってください」と言って、1 時間ずっと

寄り添っていてくれただけでなく、着席ビュッフェ形式でしたので、足が悪いにもかかわらず、率先して私の食事を取ってこ

ようとされるんですね。帰り際に名刺交換をさせてもらうと、その方が白洋舎の創業者一族の五十嵐恤生（じつお）さんとい

う方で、以来私はずっと白洋舎さんを使っています。なぜかと言うと、そうした立派な心掛けの方が経営陣にいらっしゃると

いうことは、信頼に足る会社だと思ったからでした。 

  この話にはオチがありまして、私のガバナー年度に東京西 RC 創立 60 周年の例会があ

り、当時の小島さんという会長が「ガバナー、お疲れですよね。奥さんを連れて、オーク

ラの美味しい食事をして楽しんで帰ってよ」と。何の挨拶もしなくていいと言われ、家内

と喜び勇んで出掛けて行きました。メインディッシュが出て、食べようと思った瞬間に「で

は、ガバナーひと言」と言われました。何を話そうかと思った時に五十嵐さんとの思い出

話をすることにしました。スピーチが終わって席に戻ると、初老の方とそのご子息らしき

人が立っていまして、「ガバナー、今日は我が社の宣伝をしていただきましてありがとうご

ざいました」と。五十嵐恤生さんのお子さんとお孫さんだったんですね。それで、「ロータ

リーってこういうものだよなぁ。メークアップでこういう方と出会えるんだなぁ。ロータ

リーのネットワークは素晴らしい」と思いました。 

 もう一つ言われたのは「どんな役職も断るな。どうせ単年度制ですぐに終わるんだから」

ということでしたが、それは嘘でした。パストというのは、終わりではなく、新しい始ま

りなんですね。パストがアクティブでなければ、クラブも活性化しません。なので、きち

んと引継ぎをして、別の立場からクラブ活性化にご尽力ください。 
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ゲスト・ビジター紹介［小澤雅彦会場監督］ 

水野 功様（2750地区 東京飛火野 ロータリー平和センター・ホストエリア・コーディネーター 2750 地

区パストガバナー）佐藤 利光様（2580 地区 東京青梅 ロータリー平和センター・ホストエリア・コーディ

ネーター補佐）水野 正男様（2770 地区 上尾西 ロータリー平和センター・ホストエリア・コーディネータ

ー補佐）宮崎 陽市郎様（2750 地区 東京三鷹 ロータリー平和センター・ホストエリア アドバイザー）山崎 

敬生様（2790 地区 市 川 ロータリー平和センター・広報 アンバサダー）川松 保夫様（2580 地区 東

京セントラルパーク ロータリー平和フェローシップ委員会 委員長）森正 浩造様（2790 地区 松戸 ロ

ータリー平和フェローシップ委員会 委員長）佐野 正子様（2790 地区 浦安 浦安ロータリークラブ  会

長）大谷 新一郎様（2780 地区 相模原南 2780 地区パストガバナー）久保田 英男様（ 2780 地区 鎌 倉

2780 地区パストガバナー）田島 透様（2780 地区 ふじさわ湘南 2780 地区パストガバナー） 廣島  純様

（2780 地区 藤沢 藤沢ロータリークラブ 会長）鈴木 大次様（2780地区 藤沢 藤沢ロータリークラブ 

幹事）當間 安弘様（2780 地区 茅ヶ崎中央 第 4 グループ ガバナー補佐）杉崎 信一様（2780地区 相 模

原南 第 5Bグループ ガバナー補佐）佐藤 省三様（2780地区 相模原西 地区平和フェロー・奨学金委員

会 副委員長）井上 善博様（2780 地区 秦野 地区平和フェロー・奨学金委員会 委員）小柴 智彦様（2780

地区 藤沢東 元 地区平和フェロー奨学金委員会 委員長）林 葉之様（2780 地区 藤沢東 元 地区平和

フェロー奨学金委員会 副委員長）小巻 慎吾様（2780地区 秦野中 地区財団補助金委員会 副委員長）柴

田 直明様（2780 地区 小田原北 地区補助金配分・VTT委員会 委員長） 山田  修様（2780地区 相 模 原

南 地区財団資金推進委員会 委員長）坂根 隆志様（2780地区 ふじさわ湘南 地区補助金管理委員会 委

員長）田中 宏顕様（2780 地区 秦野 地区補助金管理委員会 委員）根岸 君代様（2780地区 平塚北 地

区ポリオプラス委員会 副委員長）中村 辰雄様（2780地区 相模原南 地区ポリオプラス委員会 委員）関

口 直美様（2780 地区 平塚湘南 地区ポリオプラス委員会 委員）中谷 元士様（2780 地区 小田原北 地

区研修委員会 委員）三澤 京子様（2780 地区 寒川 地区研修委員会 委員）小野 良太郎様（2780 地区秦

野中 地区ホームページ委員会 委員長）田口 幸代様（2780地区 秦野 地区公共イメージ委員会 委員）

栗原 和子様（2780地区 秦野 地区社会・国際奉仕委員会 委員） 山口 宏様（2780地区 秦野 地 区 米

山奨学委員会 委員）和田 洋子様・北村 久史様・和田 俊弘様・長澤 健様（2780 地区 秦野）池亀 武士

様（2780地区 茅ヶ崎中央）成田 清様（2780 地区 平塚西） 

宮本 英義様  横山博行会員 後任  横浜銀行茅ヶ崎支店 支店長     
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◎スマイル報告 水嶋 聡会員 

水野 功様（東京飛火野ＲＣ ロータリー平和センター・ホス

トエリア・コーディネーター 2750 地区パストガバナー）本

日は大変御世話になります。どうぞよろしくお願い致します。 

佐野正子様（浦安ＲＣ）本日はおめでとうございます。 

水野正男様（上尾西ＲＣ）湘南のエレガントな中山おばさま、

いつも平和フェローのおつき合いを有難うございます。本日は

おめでとうございます。 

佐藤利光様（東京青梅ＲＣ）中山会長・富田幹事、出かけて参

りました。お二人の益々のご活躍をお祈りします。 

山崎敬生様（市川ＲＣ）本日はお世話になります。楽しみに参

りました。 

森正浩造様（松戸ＲＣ）おめでとうございます。 

田島 透様（ふじさわ湘南ＲＣ）創立 62 周年おめでとうござ

います。昨年は小生のガバナーとしての１年間、大変ご協力を

頂きありがとうございました。S35.8.10に発足され、3クラブ

を誕生させ、孫・ひ孫が 13 クラブと地域に奉仕の種を蒔かれ

ました。今後のご発展を祈念申し上げます。水野様、卓話楽し

みにしております。 

大谷新一郎様・中村辰雄様（相模原南ＲＣ）根岸君代様（平塚

北ＲＣ）関口 直美（平塚湘南ＲＣ）第 63回創立記念例会おめ

でとうございます。 

久保田英男様（鎌倉ＲＣ）本日はおめでとうございます。60周

年はビデオでした。本日はそのリベンジ...ですかね。おめでと

うございます。 

佐藤省三様（相模原西ＲＣ）茅ヶ崎ロータリークラブ第 63回

創立記念例会おめでとうございます。ますますのご発展を祈念

致します。中山会長とは長きにわたり、地区平和フェロー委員

会でともに活動してまいりました。今後はジェニファーE.ジョ

ーンズさんを目指し、頑張って欲しいと期待しております。 

杉崎信一様・山田 修様（相模原南ＲＣ）茅ヶ崎ロータリーク

ラブ創立 63 年記念例会開催おめでとうございます。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

成田 清様（平塚西ＲＣ）本日は周年行事誠におめでとうござ

います。 

山口 宏様・栗原和子様・和田洋子様・和田俊弘様・北村久史

様・田中宏顕様・長澤 健様・田口幸代様・井上善博様（秦野

ＲＣ）皆様こんにちは。新人からベテランまで様々なメンバー

ではありますが、秦野ロータリークラブから来ました。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。中山会長をはじめ、茅ヶ崎

クラブの皆様、新年度のスタートおめでとうございます。素晴

らしい年度になりますようご祈念申し上げます。また、本日は

水野功様の卓話もひじょうに楽しみにしております。勉強させ

ていただきたいと思います。茅ヶ崎クラブの例会運営、会の雰

囲気、お食事なども含め、我が秦野クラブでも取り入れさせて

いただきたいと思っています。このようなメイクアップを通じ

て、今後も皆様と「好意と友情」を深めてまいりたいと思いま

す。ぜひ、秦野クラブにも遊びに来てください。 

小野良太郎様（秦野中ＲＣ）本日はお世話になります。水野さ

んの楽しみにまいりました。よろしくお願いいたします。 

小巻慎吾様（秦野中ＲＣ）おめでとうございます。 

中谷元士（小田原北ＲＣ）本日はおめでとうございます。初め

て御世話になります。よろしくお願い申し上げます。 

柴田直明様（小田原北ＲＣ）富田前委員長が幹事をやるという

理由で逃げたため、委員長になってしまいました。本日はよろ

しくお願いいたします。 

廣島  純様（藤沢ＲＣ）中山会長様、本日は貴重な機会を頂き、

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

小巻慎吾様（藤沢東ＲＣ）創立記念例会おめでとうございます。 

林 葉之様（藤沢東ＲＣ）62周年おめでとうございます。中山

会長、昨年は地区でお世話になりました。今後とも宜しくお願

い致します。 

坂根隆志様（ふじさわ湘南ＲＣ）62 周年記念例会おめでとう

ございます。本日はよろしくお願いします。 

當間安弘様（茅ヶ崎中央ＲＣ）創立記念例会おめでとうござい

ます。第 4グループのリーディングクラブとして、これからも

素晴らしい活動を続けられることを御祈念致します。水野様、

お話を楽しみに参りました。 

池亀武士様（茅ヶ崎中央ＲＣ）62周年おめでとうございます。

私たちロータリアンの鏡である伊藤留治さんがいないことが

残念です。御冥福をお祈り申し上げます。 

三澤京子様（寒川ＲＣ）中山年度の創立記念例会に、平和フェ

ローホストエリアコーディネーターの水野功様の卓話と伺い、

拝聴で伺っています。2019.6.29、RID2780会員増強維持セミ

ナーの講師で当地区にお越し頂き、キックオフのご講演を頂き

ました。2020-21年度の増強セミナーにもお越しいただく予定

でしたが、コロナ緊急事態宣言でセミナー実施不可能となりま

した。コロナにより地区全体で会員減 100 名の数値を出しま

したが、2021-22から茅ヶ崎クラブの岩澤あゆみ会員が地区増

強委員長になり、with コロナ対応の積極的な委員会活動で、

地区全体で会員減 9 名に留まっています。第 4 グループは唯

一会員増です。茅ヶ崎クラブとともに頑張っていきましょう！ 

横山博行君 創立記念例会にご出席のゲストのみなさま、よう

こそお越しくださいました。このたび人事異動で茅ヶ崎を離れ

ることになりました。1年 4ケ月、ロータリー会員のみなさま

にはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。 

ゲスト・ビジター紹介の小澤会員、スマイル報告の水嶋会員、人

事異動で退会となる横山博行会員 

乾杯発声の田中PG、ソングリーダーの細井会員 


