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2013 年 2 月 28 日（木） 第２５６９回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 32
＊＊＊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」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「昨今の中国事情

他」 加藤 寛君

◎幹事報告

＝世界理解と平和週間（２/２３～３/１）＝

◇国際ロータリーより

１９０５年２月２３日は、ロータリーの創始者・ポー

＊３月度ロータリーレート １ドル＝９２円

ル・ハリスが、友人３人と最初に会合をもった日です。 こ

＊２０１１-１２年度 国際ロータリーとロータリー財団年次
報告 電子版の案内

情、平和へのロータリーの献身を特に認め、強調しなくて

◇ガバナー補佐より

はなりません。理事会はこの２月２３日に始まる１週間を

＊２０１２－２０１３年度 ＧＳＥ受入の支援金依頼
２，０００円×会員数

一人

振込期日：３/１４(木)

◇タウンニュース
◎例会変更

清水けん一

半島へ日帰り旅行）

小澤 留峰

３/２５(月) ⇒３/２４(日) 移動親睦例会（房総

平井しげる

民会館大ホール（第３グループＩＭと８ＲＣ合同例会）

角田とし子

３/１１(月) ⇒３/９（土） １３：３０点鐘 藤沢市

Ｒ俳句（二月七日）

ル ・チケット：４，０００円

初午の幼とくぐる鳥居かな

・４/１２(金) １８：３０開演 ・茅ヶ崎市民文化会館 小ホー

妻と児と声を重ねて豆撒けり

サート“Ｃｈａｎｓｏｎ ｄ’Ａｍｏｕｒ”の案内

初午や祠の杜の笛太鼓

第２４回チャリティーコン

防寒着隙なきバイク男かな

◇国際ソロプチミスト茅ヶ崎より

初午や日差し明るき赤鳥居

品

雪吊の影くっきりと水面かな

＊ＩＭ協力支援への感謝の意とＩＭパネラーへ御礼の

芽吹き急われ老いまじと背を正す

＊ＧＳＥについて 添付・・・２０１３年度 ＧＳＥ受入予定表

「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を
強調することを決議しています。

灯台へ行く坂道や野水仙

＊「ガバナー補佐／地区幹事グループ連絡会議」内容

☆藤沢南

の２月２３日を祝う創立記念日は、
「世界理解と平和の日」
として遵守されます。この日、各クラブは、国際理解、友

◎会報 着 鎌倉中央・相模原
２月７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

梅田弘人会員

日時

回
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暫定出席率

２／２８

２５６９

３５

３３

３０

０

３

９０．９１％

２／１４

２５６７

３５

２９＋４

２７

３＋０

３

９０．９１％

◎スマイル報告 稲毛 隆会員
田中賢三君 いよいよ花の季節。３月３日小出川桜まつ
り、10 時からです。散歩に来て下さい。加藤さん、本日
卓話楽しみです。
伊藤留治君 加藤寛さん、スピーチガンバッテ！
加藤 寛君 本日、卓話です。どうぞ宜しく。
和田幸男君 加藤さん、卓話よろしくお願いします。
平井 茂君 加藤さん、卓話よろしく。
池上 實君 シャンソンに関心のある方は４月 12 日に国
際ソロプチミスト茅ヶ崎主催のコンサートがあります
ヨ。家内がらみで一寸お知らせ。
岩澤あゆみ君 毎週木ようのランチがおかげさまでとて
もごうかになりました。例会出席が楽しみになってきま
した。
加茂正司君 加藤さんの卓話をしっかりうかがいます。
頑張って！
粂 仁夫君 加藤寛君、卓話楽しみです！
河本啓伸君 本日、公立高校入試の合格発表です。デキ
の悪い教え子たちの結果が気になります…。加藤さん、
卓話楽しみにしています。和田さん、写真ありがとう。
小林 亨君 加藤さん、楽しくはいちょういたします。
インフルエンザ、やっとしたびになりました。
古知屋光洋君 所用のため、加藤さんの卓話聞けず早退
します。次回週報にて読ませていただきます。
成田栄二君 加藤さんの「世界理解と平和週間」を見据
えた格調高い卓話を楽しみにしています。
大森久巳男君 加藤様、卓話楽しみです。
岡本辰男君 加藤さんの卓話、首を長くして待っていま
した。
岡田和弘君 加藤さん、卓話楽しみにしています。
斉藤信夫君 加藤さん、卓話楽しみです。
下里洋一君 横山さん、お世話になります。もう来週は
春ですね。
清水賢一君 加藤さん、卓話楽しみにしています。よろ
しく。
稲毛 隆君 この間新年を迎えたと思っていたらもう２
月も終りです。加藤さん、卓話よろしくお願いします。
［本日は 20 件、25,000 円です］

卓話「昨今の中国事情 他」 加藤 寛 君
＝卓話者プロフィール＝
かとうひろし 1948 年 5 月 4
日生まれ 防災工事 平和防
災株式会社代表取締役 1982
年入会 1999-2000 年度会長
現年度：国際奉仕委員長

修正出席率

９０．９１％

回れと言われると左に回ってしまい、大変でした。今は船舶２級
免許をどうにか取ったので、外国まで行けると思います。
昭和 46 年に大学を卒業しまして、三菱石油の杉浦商会（現・
ダイヤ通商株式会社）というところに入りました。当時の取扱量
が日本で２番目くらいのところでした。仙台をはじめとする全国
のスタンドを回っていました。そこを３年で退社しまして、父の
経営する会社で３年間働きました。そこで得たものは女房という
ことになりますね。都合６年間サラリーマン生活をしまして、
1977 年（昭和 52 年）に茅ヶ崎で独立しました。その後、1982
年（昭和 57 年）に法人化しました。それと同時に 34 歳で茅ヶ崎
ロータリーに入れて頂きました。スポンサーは出口会員のお父さ
んでした。
1991-1992 年にクラブ幹事、1999-2000 年にクラブ会長で、ロ
ータリーターゲットは『活動は―堅実、信望、持続』でした。そ
の後、地区にお手伝いで出まして、2002-2003 年が青少年交換委
員長、2003-2004 年が地区国際奉仕委員長、2004-2005 年が第４
グループガバナー補佐をさせて頂きました。ロータリーに入会し
て 30 年ちょっとになりますが、ロータリーのお陰で不良の道に
行かずにすみました。皆様に感謝しています。
では、私が今なぜ中国で仕事をしているのか、ということにつ
いて少しお話します。20 年ほど前に、あるご家族の仕事などのお
世話をした関係で、中国の方と知り合いになりました。その方に
は息子さんが二人、娘さんが一人いて、娘さんは今茅ヶ崎にお住
まいです。息子さんたちは中国でデベロッパーとして大成功さ
れ、今テナントビルを３棟持っています。それで、テナントをレ
ストランとかで埋めて欲しいというお願いがあって、KEY コー
ヒーなどにも当たったのですが、一度進出して失敗していること
から慎重になっていて難しかったわけです。そこで、今度は茅ヶ
崎の中でフードコートを企画している会社と一緒に組んでもや
ってみたのですが、なかなか簡単ではなく、私の方で一昨年の 11
月にお店を出すことになりました。その後、昨年３月に伊藤さん
ご夫妻、池上さんご夫妻、加茂さんご夫妻、小澤さんご兄弟、平
井さん、熊澤さん、大森さん、小林さん、程島さん、中澤さん、
それと劉さんという皆さんで中国にご一緒しました。店の方で気
を利かせて、その日を開店というふうにしてくれて、テープカッ
トの行事をやられてもらいました。この場を借りまして、御礼申
し上げたいと思います。今は、ほとんど向こうに任せていますの
で、儲かったら配当金をくれよ、という感じですね。
もう１つお話しておきたいのは、日中友好協会のことです。現
在、私は茅ヶ崎日中友好協会の会長をやっていまして、県の方で
も日中友好協会の常任理事をやらせてもらっています。かつて、
ロータリーの地区の行事で中国の遼寧省から高校生を３人連れ
てくるというのがありまして、当時私が国際奉仕委員長をやって
いた関係で、現地で面接とテストをやりました。そういった関係
で県の理事になったのですが、茅ヶ崎にも 30 年くらいになる日
中友好協会があることは知りませんでした。ただ、会員が２人だ

最近入ってこられた方もいますので、とりあえず自己紹介させ
てもらいます。
1948 年（昭和 23 年）東京生まれです。なので「ひ」と「し」
の音が逆になります。あと、右と左が逆になります。人に道を教
える時は、全部反対を教えますので、私に道を訊かないようにお
願いします。一番困ったのは船の免許を取る時で、海の上で右に

けで動きがとれなくなってしまったので、県の方から再建を頼ま
れました。それで去年の７月に日中友好協会を作り直しまして、
現在会員が 14 名です。今、いろいろな問題から、中国が嫌いと
いう人も多いのですが、こういう時期だからこそ、日中友好協会
に入って頂ければと思っています。

