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2012 年 2 月 23 日（木） 第２５２１回例会 天候：雨 司会：澤邑重夫副幹事 No. 30
＊＊＊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

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」 「我等は二度生まれる」
◇幹事報告

◇委員会報告 米山カウンセラー

◇卓話 伊藤留治君

「茅ヶ崎ロータリー今昔あれこれ」

◎幹事報告
◇ＲＩより

◇会長挨拶

３月度ロータリーレート １ドル＝７８円

◇ガバナー事務所より
＊クラブ研修リーダーセミナー開催の案内
・３/２３(金) １５:００～１８:００ ・第１相澤ビル６階『会
議室』
＊次年度クラブ指導者に向けた広報セミナー開催の案

３月は「識字率向上月間」です
識字率向上は 1986 年以来、国際ロータリーの強調事項
です。地域社会で、読み書きを向上させるプロジェクトを
支援します。地域の識字水準が、その地域の生活水準に直
結する、という観点から、この月間中に読み書き、計算の
できない人たちを援助するために、ロータリー地域社会共
同体、ローターアクトクラブ､インターアクトクラブ、世界
社会奉仕、ロータリーボランティア、その他の既存プログ
ラムを通して、識字率向上に取り組んでいます。

内
Ｒ 俳 句 二( 月 一 六 日
)

清水けん一

平井しげる

池上 玉章

石井 作

米山カウンセラー［加茂会員］：去る２月１８日（土）、地

小澤 留峰

◎委員会報告

角田とし子

◎会報着 寒川

冴え返る色なきスカイツリーかな

◇タウンニュース

白梅を少し覗かせ数寄屋門

東北少年院

魁けて咲く花は黄に春立ちぬ

・３/２(金)～３/４(日) ・仙台市内仮設住宅（４箇所）・

ピョンピョンと跳ねて福豆失せにけり

災地訪問の案内（再）

春立つや弦楽に和し指圧受く

復興支援ふれあいコンサート 及び被

黄梅の咲くここよりは敷地らし

◇茨木ＲＣより

新しき下駄賑やかに初詣り

・３/１３(火) １８:００ ・熊澤酒造トラットリアモキチ

野良猫も恋に狂へばいとしかる

ＧＳＥチーム歓迎会開催通知

孫いよよ無口となりて大試験

◇ガバナー補佐より

囀や長き磴来し身の火照り

・藤沢産業センター６Ｆ『情報ラウンジ』

春立つやスカーフゆるく肩に投げ

７:００～１８:００（会費：1,500 円）

枝先に蕾の力梅開く

・４/１２(木) セミナー…１４:３０～１７:００ 懇親会…１

区での米山奨学生の卒業式があり、劉さんがしっかりし
た報告書を書きましたので、回覧します。

２月１６日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告
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◎スマイル報告 横山 貢会員
小林亨君＆出口敬純君 今日は特に寒さを感じます。伊
藤さんの卓話、ためになる話、よろしくお願いします。
伊藤留治君 本日スピーチさせて戴きます。よろしく。
平井 茂君 伊藤さん、茅ヶ崎ロータリーの尽きせぬ思
い、拝聴します。
程島利通君 伊藤さん、ロータリーあれこれ卓話、期待
します。
杉本行廣君 今日は富士山（２２３）の日だそうです。
どうぞ静かにお休み下さい。
下里洋一君 久しぶりです。もう少し暖かくなれば良い
ですね。伊藤さんの卓話楽しみにしています。
粂

仁夫君 伊藤留治さん、卓話楽しみです。

大森久巳男君 伊藤様、卓話楽しみです。茅ヶ崎ロータ
リーの歴史、勉強させてもらいます。
斉藤信夫君 伊藤さん、卓話楽しみです。
加茂正司君 伊藤さんの卓話を楽しみます。
河本啓伸君 佐々木さん、いろいろとありがとうござい
ました。伊藤さん、卓話を楽しみにしています。
和田幸男君 伊藤さん、卓話「茅ヶ崎ロータリー今昔あ
れこれ」楽しみです。
山本幸一君 伊藤さん、100 回例会からの出席に基づい
た「今昔あれこれ」楽しみです。
横山宏実君 伊藤さん、卓話お願い致します。
古性武志君 伊藤さん、卓話楽しみにしております。
佐々木博君 伊藤留治さん、卓話よろしくお願い致しま
す。
横山 貢君 まだまだ寒い日が続いています。体調には
気をつけましょう。伊藤さん、本日卓話宜しくお願い致
します。
［本日 17 件、20,000 円です］

卓話に登場した資料。左は財団奨学生だった上岡敏之さんが指
揮するウッバータール交響楽団のパンフレット。右は岩澤会員
が作成した「ロータリー語録集」
（卓話からの抜粋）

修正出席率

９０．３２％

卓話：
「茅ヶ崎ロータリークラブ 今昔あれこれ」
伊藤留治君
＝卓話者プロフィール＝
いとうとめはる
1932 年 11 月 29 日生まれ
醤油製造 株式会社カギサン会長
1962 年入会 1971～1972 年度会長
現年度：雑誌委員長

【卓話概要】
昭和 37 年、29 歳の時、もとは教師をやっていらした見
上保先生に誘われて、この茅ヶ崎ロータリークラブに入会
したのがちょうど第 100 回例会でした。それから 49 年間
皆勤で、もう少し頑張ると今年の秋には 50 年の節目を迎え
ることになります。出席は私の宝です。入会して驚いたこ
とは、ＴＯＴＯ工場長であった秋吉致さんをはじめ、年齢
も社会的地位もずっと上の人たちが対等に接してくれるこ
とでした。あぁ、ロータリーというのは年齢や事業規模な
んかは関係ない世界なんだと感心しました。
私が入会した年のロサンジェルスでの世界大会に出席さ
れた見上さんと涌沢さんがビーチサイドにあったレストラ
ンに甚く感激して、魚市場の三橋さんなどと計画して出来
たのがフィッシュセンターです。昭和 39 年に完成すると同
時に、それまで商工会議所で行っていた例会をフィッシュ
センターに移し、長きに亘って例会場として使わせてもら
いました。
昭和 38 年、初代会長の落合一作さんが東南アジア視察の
途中でメーキャップした台北西北クラブで、偶然見上さん
のかつての教え子と出会ったことがきっかけで、姉妹クラ
ブの締結をしました。これは日台間に於ける初めての姉妹
クラブ締結でした。昭和 40 年には、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。ロータ
リアンならでは巡り合いだったと思います。
昭和 42 年はスマイル委員長となり、当時会長をされてい
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」という見出し、最後には「幸せ
だなぁ、僕は」と印刷して、皆さんの協力を得ました。
個人のことですが、昭和 47 年正月、急激に変化する社会
情勢などを鑑み、醤油製造業は最早立ち行かないと考え、
大型店の誘致・開発へと転換することを決意しました。し
かし、法規制も厳しく、商店街の反対も大変なものがあり
ました。そういう苦しい状況の中、亡くなった藤巻菊太さ
んが「急がずば富士も越すなり蝸牛」と書いたメモ用紙を
くれたことがありました。焦らずに頑張れというメッセー
ジだったのだと思います。54 年 10 月、ようやく開店に漕
ぎつけた時は男泣きをし、それまで自分と敵対してきたあ
らゆる人を許し、今では許せない人はいなくなりました。
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

