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2012 年 4 月 19 日（木） 第２５２８回例会 天候：曇り 司会：出口敬純幹事 No. 37
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＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 和田エレクト

◇卓話：池上 實会員 茅ヶ崎ロータリークラブ今昔あれこれ
５/１８(金) １８：００点鐘 （鈴木市長を祝う会）

◎幹事報告
◇ＲＩより

５月度ロータリーレートの通知 １＄＝８２円

☆藤沢北西 ５/１０(木) １８：００点鐘 グランドホテル湘南（創
立３６周年記念夜間例会）

◇ガバナー事務所より

５/２４(木) １１：３０点鐘 鮨処さくら （少年の森清

＊Ｒ財団「未来の夢計画」移行準備の案内
・添付書類・・・２７８０地区ロータリー財団「未来の夢計
画」（２０１２-１３年度）セミナー予定表

未来の夢計画に

掃活動のため）
☆藤沢南

５/２１(月) ⇒ ５/１７(木) １２：３０点鐘 ザ・ホテル

基づく「２７８０地区ロータリー財団運営規定の要旨」
＊次クラブ幹事とクラブ事務局研修会の案内
・５/２１ (月)１５：００～１７：００ ・藤沢産業センター８Ｆ

オブラファエロ湘南（３ＲＣ合同例会）
☆平塚南

４/２７(金) １８：００点鐘 例会場未定 （創立３５周

年記念式典並び新会員歓迎会のため）

「情報ラウンジ」

Ｒ 俳 句 四( 月 一 二 日
)

稚児の列しづしづ進む花御堂

2012 協賛についての依頼

若布干す遠目に若き頬かぶり

ＯＭＯＩＹＡＲＩ ＶＩＬＬＡＧＥ

伊豆浜の岩海苔届く春の宵

ハイライトよねやま 145

花を買ひ妻いたはりて啄木忌

◇米山奨記念学会より
◇茅ヶ崎青年会議所より

麗日の瓦幾重や紫禁城

ター費：7,000 円

ミモザ咲く日ごろ目立たぬ塀の家

・５/２２(火) １８：００点鐘 ・グランドホテル湘南 ・ビジ

幼児の歩幅に合はせ花の路

ブのダンス「ベリーダンス」

春雨に朝刊少し湿りけり

◇藤沢東ＲＣより 夜間例会の案内 アトラクション・・・アラ

花嵐カフェに飛び込む茶髪の娘

ルオブラファエロ湘南 ・ビジター費：7,000 円

西域へ延びる長城柳絮飛ぶ

・４/２５(水) １７：３０点鐘 ・親睦会 １８：００ ・ザ・ホテ

春夕焼ダイヤモンド富士仰ぎみる

夜間例会開催の案内 「歌って踊れる紙

切り師」三遊亭絵馬さんの紙切りショー

囀りのはみ出してゐる一樹かな

◇藤沢ＲＣより

５/７(月) 休 会（クラブ定款により）

・８/３(金) １６：００～１８：３０ ・茅ヶ崎中央公園（なん

池上 玉章

石井 作

☆藤沢北 ４/２７(金) ⇒ ４/２２(日) 地区協議会へ振替
（全員参加のため）

小澤 留峰

◎例会変更

清水けん一

精神を育むことを目的とする。） ◇タウンニュース

平井しげる

が屋台村を企画・設営・運営し、その過程でおもいやりの

角田とし子

でも夜市会場内）（与えられた事業予算により中学生たち

４月１２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 佐々木博会員
小林亨君＆出口敬純君 池上先生、久しぶりのような気が
する卓話、よろしくお願いします。２２日に地区協議会が
開催されます。私たちも出席させていただきます。
伊藤留治君 池上サン、スピーチ楽しみです。小澤さん、
中国の写真ありがとうございます。岩澤さんようこそ（声
を大きく）
田中賢三君① 池上会員の卓話、楽しみです。よろしくお
願い致します。大きな声は練習すれば出るのでしょうか？
田中賢三君② 来週土・日は大岡越前祭、晴れたら良いな、
祈って下さい。日曜は良くない予報が出ています。
程島利通君 小澤さん、写真ありがとうございます。
加茂正司君 池上さん、本日の卓話楽しみにしています。
加藤 寛君 小澤さん、写真どうもありがとうございま
す。
岡本辰男君 池上様、卓話楽しみにしておりました。
大森久巳男君 池上先生、卓話茅ヶ崎ロータリーの歴史、
楽しみです。
下里洋一君 阪神タイガースの好調は気分が良いです。ス
マイルすると負けるので（？）ほどほどに。
杉本行廣君 池上君の卓話たのしみです。
和田幸男君 地区協出席の皆さん、２２日よろしくお願い
します。池上さん、卓話お疲れ様です。
横山宏実君 池上先生、卓話お願い致します。
稲毛 隆君 ようやく気持ちのよい季節になりました。池
上さん、卓話ありがとうございます。
梅田弘人君 まだまだ慣れませんが、よろしくお願い致し
ます。
岩澤まさ志君 カラダを少しいためてご迷惑をかけ続け
ます。快復に努めます。
佐々木博君 池上先生、卓話よろしくお願いいたします。
［本日 18 件、21,000 円です］

左から委員会報告の和田エレクト、スマイル報告の佐々木会
員、出席報告の下里会員

◎委員会報告
和田会長エレクト：
４／２２（日）地区協議会出席
メンバー確認と集合時間・場所
の確認
右は池上会員が自ら編集して配布
されたスピーチ集。歴史を感じさせ
てくれます

修正出席率

８１．４８％

卓話：茅ヶ崎ＲＣ今昔あれこれ
池上 實君
＝卓話者プロフィール＝
いけがみまこと
1936 年 9 月 20 日生まれ
邦楽 池上實箏曲三絃教室 教授
1971 年入会 1985-1986 年度会長
現年度：クラブ研修リーダー他

【卓話概要】
1968 年 2 月頃、当時、文化団体協議会事務局長だった小
島要一さんの紹介で昭和 43 年 5 月 8 日の醤油製造「カギサ
ン本店」創業 100 周年式典のアトラクションにお琴の演奏
を依頼され、のちのスポンサーとなる伊藤留治さんと知り
合いました。演奏後にＲＣのメンバーから次々に握手を求
められ、不思議に思いました。父親はロータリリアンだっ
たのですが、実際にはロータリーのことはあまりよく知ら
なかったのです。
1970 年 10 月 25 日にはクラブ創立 10 周年記念式典が茅
ヶ崎福祉会館であり、そこにもアトラクションで“合唱と
箏の合奏”で「さわらび合唱団」とともに出演し、その年
12 月に伊藤さんが家に来られて入会を薦められ、1971 年 2
月 18 日第 532 回例会で入会しました。見上保会長・山本
正治幹事年度で、私は 34 歳、クラブ 82 番目の会員となり
ました。2011 年 2 月、入会 40 年となり、元会員であった
馬場生花で黄色いバラ 40 本と、これから１年頑張るという
意味でピンクのバラを１本買い、伊藤さんに贈りました。
入会 2 年目は伊藤会長・堀村修幹事年度で親睦活動委員
と週報委員を仰せつかりました。当時は録音テープも卓話
者原稿もない時代で、運悪く小説家の棟田博先生の卓話の
当番となり、内容を記録しなければなりませんでした。
「盧
溝橋事件の真相」という話だったのですが、中国人の固有
名詞がやたらたくさん出てきて、原稿をまとめるのに４日
間徹夜したことを懐かしく思い出します。また、今でいう
ＩＭ（当時はＩＧＦ）のホストクラブで忙しい年度でした。
入会 3 年目は三橋常吉会長年度で、親睦活動委員長に任
命されました。台北西北クラブを訪問し、茅ヶ崎海岸で「地
曳網家族大会」も催しました。
翌年も三橋会長が引き続き、入会４年目にして職業奉仕
委員長に任じられ、荷が重いと思いましたが、ロータリー
では“No”はなく「まずはあなたの職業を会員に理解して
もらうことだ」と指導され、
「邦楽をたのしむ会と老人健康
無料相談」を福祉会館で開催しました。
入会 9 年目（1979~80 年度）には大磯滄浪閣で「家族親
睦観月会」が行われ、会員 50 名、会員夫人 20 名が参加し
ました。当時の家族会には大勢の家族や子供たちが参加し
て賑やかでした。ちなみにこの日は月食で、その夜の観月
会というのは思い出深いものがあります。

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

