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2013 年 3 月 14 日（木） 第２５７１回例会 天候：曇り 司会：横山貢副幹事 No. 34
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＝本日の例会行事＝
◇歌唱

「我等の生業」 「覇気あれ我がクラブ」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「ガバナーノミニー誕生秘話とロータリーあれこれ」 田中賢三君
◎幹事報告

☆藤沢南

◇ガバナー事務所より

４/８(月) １２：３０点鐘 車屋 ３ＲＣ合同例会

（藤沢西ＲＣ・ふじさわ湘南ＲＣ）

＊『地区便覧』作成のためのアンケートの件

対象者…

地区委員会委員長 ・ 副委員長 ・ 委員

４/２２(月) ⇒ ４/２８(日) １２：３０ 川島会員
宅 移動親睦例会（竹の子掘り・バーベキュー）

＊「第３回地区アクターズミーティング」へ出席の依頼
・３/３１(日) １３：３０点鐘

・大船学習センター 第１集

会室

４/２９(月) 休 会 （祝日の為）
☆綾 瀬

４/９（火） １８：００点鐘 飯山温泉「元湯」

◎会報 着

◇寒川ＲＣより

創立４０周年記念式典の案内

台北西北・藤沢西北・平塚・綾瀬

・５/２５（土） 式典…１０：３０～１１：５０ 祝賀会…１２：００

４/３（水） １２：３０点鐘 善谷寺 ビジター

Ｒ俳句（三月七日）

３/２０（水） 休 会 （祝日の為）

百段を上る御陵の春霞

☆茅ヶ崎湘南

梅薫る絵馬に重たき願ひごと

◎例会変更

からたち

◇タウンニュース

枳殻の挿木教はる垣根越し

◇ハイライトよねやま １５６

菩提寺の山の初音に迎へられ

＊米山梅吉記念館 館報 ２０１３春

病室の窓をかすめて春の鳶

年間一人：３，０００円（１口）

雪の朝植込みに鳩迷ひ込み

＊賛助会員募集の依頼

渋枳殻の妻が挿木の花芽どき

吉記念館ホール

筑波嶺や車窓過ぎゆく野火の上

・４/２７（土） １４：００～ ・米山梅

柿に三年越しの接木かな

＊春季例祭の通知

幼児の呼べば来さうな春の鴨

◇米山梅吉記念館より

挿木して水たぷたぷと沁み込ます

・寒川神社 参集殿４階「富士」

ポケットにいつも鍵二個燕来る

～１４：００

費：２，５００円 （当クラブとの合同お花見例会）

平井しげる

☆藤沢東

池上 玉章

ペイン料理「タパタパ」 ビジター費：７，０００円

石井 作

４/２４（水） 移動夜間例会 藤沢南口 ス

小澤 留峰

地内

清水けん一

４/３（水） 移動夜間例会 横須賀米軍基

角田とし子

☆藤 沢

４/９（火） 移動例会 横須賀米軍基地内
４/３０（火） 休 会

３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
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◎スマイル報告
田中賢三君

稲毛

隆会員

修正出席率
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「桜花命いっぱい咲くからに命をかけてわが眺めたり」

ホワイトデー卓話です。久しぶりにという

か初めてロータリーの話をします。よろしくお願いいた
します。

（岡本かの子）
かの子はあの岡本太郎をパリで育て、たいへん変わった
人でした。川崎在住でしたので、今、川崎に美術館があり

伊藤留治君

田中さん、オミチョコごちそうさま。本日

ます。1889 年生まれで 1939 年に亡くなられました。

のスピーチ期待してます。

「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからま

和田幸男君 田中さん、卓話よろしくお願いします。

し」
（在原業平）

出口敬純君

田中ガバナーノミニー、卓話よろしくお願

業平は 825 年生まれで 880 年まで生きた人です。紀貫之

いします。昨日ＰＥＴＳに行ってきました。

が撰者である古今和歌集に載っている歌の１つです。この

平井

人は天皇の系統にあたることから、桜の季節は接待で忙し

茂君

田中さん、卓話ご苦労様です。

岩澤あゆみ君

ホワイトデーのお気遣い、ありがとうご

かったそうです。そこで、桜の花がなければ春はもっとの

ざいました。今日はお菓子パーティです。田中さんの卓

どかに過ごせるのになぁ、という気持ちを詠ったもののよ

話、楽しみです。

うです。もちろん、桜が嫌いだったわけでなく、桜の花を

加茂正司君 田中さんの卓話を楽しみます。

愛でていたのも事実ですが。これをちょっとパロディにす

加藤

ると「世の中にたえて花粉のなかりせば春の心はのどけか

寛君

田中さんの卓話、楽しみにしていますが、

途中早退致します。すいません。

らまし」となるところです。桜が咲くのは嬉しいのですが、

粂

花粉症の方には大変な時期でもありますね。

仁夫君

田中賢三さん、卓話楽しみです。

大森久巳男君

田中様、卓話宜しくお願いします。ロー

さて、本題に入りたいと思います。私は出口さんのお父

タリーについて勉強させていただきます。

さんが会長年度、平成元年に入会致しまして、25 年目にな

岡田和弘君

ります。現在茅ヶ崎商工会議所の会頭をお受けさせて頂い

田中会員、寒川神社からの功労表彰おめで

とうございます。また、本日の卓話楽しみにしています。

て、３期目になります。第８代が伊藤さん、第９代が亀井

斉藤信夫君

田中さん、卓話楽しみです。

さん、第 10 代が大村さんで、私が第 11 代ということにな

杉本行廣君

田中さん、おみやげありがとう。ごちそう

ります。横須賀ＲＣの小沢一彦先輩と商工会議所会頭時期

様でした。

が３年間かぶっていまして、大変お世話になったわけで

下里洋一君

田中賢三さんの卓話、楽しみです。

す。昨年、大村日出雄さんの叙勲祝賀会で隣の席に座り、

梅田弘人君

田中さん、卓話楽しみにしています。花粉

２時間ほど喋り続けるという機会がありました。小沢さん

症がひどくて、つらい日々が続いてます。

は主賓で、私は実行委員長でした。その際「どうしてもガ

中山富貴子君

バナーになってもらう」という話をされ、これはどうにも

田中様、チョコレートごちそう様でした。

卓話楽しみにしております。

断りにくい話だと思いました。また、会長に先んじて電話

稲毛

されるなど、外堀を埋められ、私は断るのが下手だったも

隆君

田中さん、卓話楽しみです。

［本日 17 件、20,000 円です］

のですから、結局受けることになりました。

卓話「ガバナーノミニー誕生秘話とロータリーあれこれ」
田中賢三君
＝卓話者プロフィール＝
たなかけんぞう 1944 年 2 月 20
日生まれ 精麦ＭＤ 日本精麦株
式会社代表取締役 1988 年入会
2003-2004 年度会長 現年度：会
員増強、ロータリーの友地区委員

引き受けるからには、ここからは、大変だと思わず、面
白いことが起こるのだという気持ちでやろうと考えてい
ます。このクラブから地区の役員をどんどん引き受けて頂
こうと思います。今日の理事会でも、また新会員が入ると
いうことになりまして、和田会長にはいろいろとご尽力頂
いていると感謝しています。これは長年皆さんが増強に対
して努力してきたことが、今年花開いているという解釈を
しています。また、４月４日に増強委員会を開催する予定

春になると思い出す歌が３つあります。
「さまざまなこと

思い出す

桜かな」（松尾芭蕉）

芭蕉は 1644 年生まれ。
『奥の細道』での作品ではなく、
故郷の伊香で恩師のことや艱難辛苦を思い出して詠んだ
句のようです。
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

です。定期的に会合を開くことで、今後さらなる増強をと
願っています。
さて、今ロータリーがどのように運営されているか、と
いうことについての概略図をご紹介したいと思います。私
も今勉強の途中でありますが、かいつまんでお話したいと
思います。

