
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」   ◇「四つのテスト」 唱和［平賀裕祥君⇒］ 

◇表彰皆出席６０周年表彰［故・伊藤留治君 代理：伊藤和明君］ 

◇諸事お祝  ◇会長挨拶  ◇幹事報告  ◇委員会報告［指名 他］  
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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 11 月 10 日（木） 第２９９２回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 17 

 

＝本日の例会行事＝ 

◆ガバナー事務所より   

 ◇２０２３年決議審議会への決議案提出のお願い  ◉当地

区への決議案提出期限：２０２３年２月２０日（月） 

 ◇「職業奉仕月間」卓話者派遣について（ご案内） 

 ◇「第２０回記念ロータリー全国囲碁大会」の結果速報 

◆東京世田谷ＲＣより  ◇「東京世田谷ロータリークラブ

創立６０周年記念式典」のご案内   

◉２０２３年３/１５（水） １７：３０～  ◉ザ・キャピト

ルホテル東急 １階「鳳凰の間」  ◉登録料…２０，０００円 

◆玉蘭荘より  ◇玉蘭荘だより １７６号 

 

◎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） 

◎入会セレモニー 

久保田直人君 紹介者：柾木太郎君 

◎表彰 

皆出席６０周年表彰  プレゼンター…當間安弘様  受

賞者…伊藤留治君（代理：伊藤和明君） ※別紙掲載 

◎諸事御祝                              

☆誕生祝  細井年春君 秋本一茂君 平賀裕祥君 佐藤

則夫君  ◉お祝いの歌…おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝 古知屋光洋君 伊藤和明君 秋本一茂君  

佐藤則夫君 （ペアタンブラー）  

☆皆出席表彰 河本啓伸君（６年） ７月分…岩澤あゆみ君

（８年） （文庫箱） 

◎配偶者御命日 中山冨貴子君（アレンジメントフラワー） 

◎幹事報告 

◆ロータリー日本事務局より  

◇１１月度ロータリーレート １＄＝１４８円     

◇ロータリー財団月間 リソースのご案内…全会員へ配信済み 

◇２０２２年手続要覧から英語・日本語版ともに My Rotary へ掲載

される PDF 版のみの取り扱いとなります。 

  ◉２０２２年手続要覧の英語版につきましては、 

https://my-cms.rotary.org/en/document/manual-procedure-

035 からご確認いただけます。 

◉日本語版につきましては１１月中に My ROTARY の組織規程の

ペ ー ジ  https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-

rotary/governance-documentsへ掲載予定 

◆ガバナー事務所より   

 ◇２０２３年決議審議会への決議案提出のお願い  ◉当地区へ 

左）新会員・久保田直人君 右）細井ソングリーダー 

下）委員会報告の古知屋・木村信一・半田・水嶋の各会員 

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 

１１／１０ ２９９２ ４３ ４１ ３０ ２ ９ ７８．０５％  

１０／２０ ２９９０ ４２ ３９＋２ ２７ ５＋１ ８ ７８．０５％ ８０．４９％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 半田朋子会員 

スマイル報告 水嶋 聡会員  

當間安弘様（第 4 グループ AG・茅ヶ崎中央 RC）本日は、故・

伊藤留治会員への佐藤ガバナーからの敬意を表しての皆勤バ

ッヂをお届けに上がりました。佐藤ガバナーは同時刻に公式

訪問があり、僭越ながら代理を務めさせていただきます。本日

もよろしくお願いいたします。 

伊藤留治君［代筆：伊藤和明君］ 長い間お世話になり、あり

がとうございました。 

中山冨貴子君＆富田桂司君 當間ガバナー補佐、本日は宜し

くお願い致します。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

久保田さん、入会おめでとうございます。ロータリーライフ楽

しんでください。 

田中賢三君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。本日

例会後クラブ研修委員会、よろしくお願いします。當間ガバナ

ー補佐、お世話になります。久保田さん、 

入会おめでとうございます。Enjoy Rotary です。 

和田幸男君 當間ガバナー補佐、今日もよろしくお願いしま

す。新会員の久保田さん、茅ヶ崎 RC へようこそ。諸事お祝い

の皆さんおめでとうございます。 

成田栄二君 當間ガバナー補佐、いつもご苦労様です。久保田

さん、入会おめでとうございます。諸事お祝いの方々おめでと

うございます。 

澤邑重夫君 當間さんようこそ。久保田さん入会おめでとう

ございます。諸事お祝いのみなさまもおめでとうございます。

増強委員会のあと、ABC さんでもりあがりましたね。私のケ

ータイは行動をすべて記録してくれるのですが、夜中の 1 時

まで ABC さんにいたことになっていました。しかし、そんな

はずはありません。ケータイは垂直の移動をハアクできない

だけのことでした。 

吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。當間様ようこそ。久保

田様入会おめでとうございます。和歌山までパンダちゃんを

見に行ってきました。上野とはちがい、ゆっくり間近で見られ

ました。 

大箭剛久君 中島中学校の職場体験学習が 3 年振りに再開さ

れ、今週はうちの会社で 2 名の中学生を受け入れています。

ここぞとばかりに職業奉仕について語ってやりました。 

加瀬義明君 當間 AG ようこそ。久保田さん入会おめでとう

ございます。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

木村信一君 當間安弘様いつもありがとうございます。諸事

お祝いの皆様おめでとうございます。 

小澤雅彦君 10 月 27 日会員維持増強委員会、16 名の会員に

参加いただき、おかげさまで充実した会となりました。ありが

とうございました！ 

橋本正一君 當間ガバナー補佐ようこそです。伊藤留治さん、

皆出席 60 年おめでとうございます。南無です。 

大竹孝一君 當間様ようこそ茅ヶ崎 RC へ。久保田さん入会

おめでとうございます。諸事お祝いの皆様おめでとうござい

ます。 

細井年春君 諸事お祝いのみなさまおめでとうございます。

私も本日誕生日を迎え、お祝いいただきました。ありがとうご

ざいます。 

柾木太郎君 メッセージなし 

秋本一茂君 来週 11/4～18には 5日連続で江の島から花火が

上がります。3 分間ですが、茅ヶ崎からも見れます。 

平賀裕祥君 伊藤留治様、御覧いただけてますか。皆さんで偉

業を祝福しております。久保田さん、今後ともどうぞよろしく

お願いします。 

宇野雅仁君 久保田新会員、ご入会おめでとうございます。諸

事御祝申し上げます。 

佐藤則夫君 久保田さん今後ともよろしくお願いします。 

水嶋 聡君 當間ガバナー補佐、よろしくお願い致します。諸

事お祝いの皆様おめでとうございます。久保田さん、よろしく

お願い致します。皆様に幸有れ！ 

［本日 22 件、126,000 円です］ 

故・伊藤留治会員 皆出席 60年表彰は別紙に掲載致します 

誕生祝 秋本・細井・平賀・佐藤の各会員 

皆出席表彰 河本・岩澤の各

会員と配偶者命日の中山会長 
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2022-2023 年度テーマ 
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第 63代会長 中山冨貴子 
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 2022 年 11 月 10 日（木） 第２９９２回例会 天候：晴れ 故・伊藤留治会員 60 年皆出席表彰 

 

佐藤祐一郎ガバナーが当クラブ故・伊藤留治会員の

60年間皆出席（実際にはわずかに未達）を祝す意味

で、オクトンでも用意していない特製のバッヂを作

り、當間ガバナー補佐が留治さんの息子である和明

会員に手渡しました。 

茅ヶ崎ロータリークラブの生きる歴史でもあった伊藤留治会員。亡く

なって、その偉大さがあらためてわかる一日でした。それを掘り起こし

てくださった佐藤祐一郎ガバナーのファインプレーですね。 

50 年皆出席の際の写真。留治さんは日本初の国産旅客機 YS11 の初飛行の日と

茅ヶ崎 RCへの入会日が同じということもあり、その模型をプレゼントされた 
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 私が、茅ヶ崎ロータリークラブに入会したのは昭和三十七年

二十九歳の時で当時市内には、茅ヶ崎ロータリークラブのみで

した。入会のきっかけは茅ヶ崎工場防犯連絡会（当時の呼称）

で見上保先生と知り合い先生のスポンサーで入会させてもら

いました。入会当時は、私より年齢も経験もはるかに上の方々

のみでしたが私に対等に接して下さったことがわすれられま

せん。 

 昭和三十九年度私が副幹事の時、台北の西北クラブと姉妹ク

ラブの締結をしました。 

長塚会長・湧沢幹事の年度でした。昭和四十年度幹事に指名さ

れましたが、このとき慣れない幹事役を補佐してくれたのが事

務局の故藤村咲子さんでした。藤村さんは非常に気配りのゆき

とどいた人で又事務処理も手際よく迅速で大変助けて頂きま

した。この頃、姉妹クラブの台北西北クラブとの子女交換で、

蔡奸菊さんをホストとして預かりましたご縁で蔡ご一家と家

族ぐるみのおつきあいをさせて頂きましたことは、忘れ得ぬ思

い出となり、ロータリアンであったからこそこのような巡り合

いが出来たのだと思っています。 

 昭和四十一年度親睦委員長のとき、クリスマスパーティで

は、全員の協力により、ほとんどの方が仮装して出演し、その

仮装で抱腹絶倒の場面もあり大いに盛り上がり参加者に楽し

んで頂きました。 

 昭和四十二年度スマイル委員長として、当時会長であった棟

田博さんの小説「拝啓天皇陛下様」と上原謙会員の息子加山雄

三の「君といつまでも」をもじって、スマイル用紙に「拝啓ス

マイル様」の見だしをつけ最後に「幸せだなーぼくは」と印刷

した用紙を用意して皆さんの協力を得ました。又、ソングリー

ダーとしてロータリーソング手に手つないでの合唱の時その

リズムをとるために全員で、手をあげて手を下げては、私のオ

リジナルです。 

 昭和四十三年度出席委員長として、全員から標語をつのり、

毎月例会場に大きく掲示しました。例えば「一連の鎖は、その 

もっとも弱い一コマの力しか発揮出来ない。貴方がその弱い一

コマにならないで」。又、会員のオフィスのデスクの上に置い

てもらうために「私は毎週木曜日十二時よりロータリークラブ

例会のために出かけます二時には戻ります。」のメッセージを

作り全員に配りました。それから図書館に行き世界各国語の出

席と言う文字を調べて一覧表を作り掲示いたしました。 

 昭和四十六年度三十八歳のとき会長に就任、その時若輩の私

を支えて下さったのが、先輩堀村幹事であり、現在寒川クラブ

の会員となられましたが、今も変わらず兄弟の様な交際をさせ

て頂いております。 

 昭和四十九年度財団委員長としてクラブのノルマ達成のた

めに、会員全員に毎月少額の協力を得、そしてスマイルボック

スから一〇％の源泉徴収をし、財団に繰り入れてもらい年度の

終わりにはほとんどの会員が準フェロー資格が得られますが、

いかがでしょう？と計ったところ、ほとんどの会員がこれに応

じてくれたことにより、この年度は茅ヶ崎クラブが、当地区第

一位の貢献度があり表彰を受けました。 

 昭和六十年度 分区代理として十一クラブを担当しました

が、たまたま商工会議所会頭に就任と重なったため大変苦しい

一年でした。しかし会員の皆さん、特に先輩諸氏のアドバイス

ご協力があったればこそと今も感謝しています。分区代理とし

て、分区内の他クラブと深く関わりをもったことによる知己も

増え、クラブ運営も素晴らしい個性を持っているのに接し、大

変勉強になり、充実した一年でもありました。 

 本年はしばらくスリーピングメンバーであった私に会場監

督の役を振り当てられ、無理矢理引っ張りだされましたが、与

えられた仕事を批判を恐れず、尚弾力性のある会場監督として

頑張りたいと思いますのでご協力をお願いします。 

 さて、ここで入会時と現在のロータリークラブの比較をして

思うことは、良く言えば規制緩和、悪く言えばぬるま湯になっ

た感がします。これは良い悪いの問題ではなく、例えば出席に

ついても、私は今日まで三十三年間無欠席を続けていますが、

その間には大変な苦しい時もありました。尾籠な話で恐縮です

が、痔の手術をしたときメーキャップに藤沢クラブへやっとの

思いで出席し例会場では食事もとれず三十六分間椅子にもう

まく座れず出席をはたしました。そして家についたときやった

ぜ！！と大いに充実感を味わいました。当時は、皆さんにこれ

と似たり寄ったりの経験をしているとおもいます。 

 嘗て、ケネディ大統領は、就任演説の時、「国が君になにを

してくれる ではなく君が国のために何が出来るかを考えて

ほしい」といいました。この言葉を借りれば、「ロータリーク

ラブが君に何をしてくれるか ではなく君がロータリークラ

ブのために何が出来るか考えよう」この言葉を皆さんに贈っ

て、本日のスピーチを終わります。 

 

 中山冨貴子会長が読み上げた、伊藤

留治会員の往年の卓話原稿。ロータ

リーからたくさんのことを学び、ま

た我々後輩ロータリアンに数々の教

えを残してくれました。「手に手つな

いで」のエピソードは今日初めて知

りました。偉大なる先輩にあらため

て合掌。 


