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2014 年 8 月 7 日（木） 第２６３７回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 6
＊＊＊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「君が代」
「奉仕の理想」

◇四つのテスト唱和［大箭会員］

◇青少年交換学生・吾妻圭君 挨拶

◇会長挨拶

◇卓話 「私がクラブへ入会した頃の地区とクラブ」 杉本行廣君
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０１５-１６年度財団補助金管理セミナー開催通知 ・８/２３
（土）１３：００～１７：００ ・相澤ビル６階 会議室
＊地区職業奉仕セミナー開催案内 ・９/１４（日） １３：３０～１６：０
０ ・相澤ビル６階 会議室
＊「職業奉仕月間」卓話者派遣について 回答締切：８/２９（金）
＊青少年交換学生募集の件
クラブ内募集締切日：１０/１３
（月）⇒ガバナー事務所締切日：１０/３１（金）必着
◇ロータリー日本財団より 確定申告用寄付金領収証について
の依頼
◇台北西北区扶輪社より ５４周年チャーター記念式典の通知
・ 前夜 祭：９/２５ (木 ) １８：３０ 台北 凱撒 大飯 店（ CAESAR
PARK HOTEL）
･親善ゴルフ・コンペ＆観光：９/２６(金) 朝
・５４周年記念パーティー：９/２６(金) １８：３０式典開始 典華旗
艦館６階（The Denwell Taipei）
◇「ロータリーの友」８月号 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆茅ヶ崎中央 ８/２２（金） １８：３０点鐘 茅ヶ崎市民文化会館
内「馳走庵」
９/１２（金） ⇒９/１１（木） １８:３０点鐘 ・茅ヶ崎
ラスカ６Ｆ「ロイヤルルーム」 （公式訪問）
☆寒 川
９/１５（月） 休会 （祝日のため）
☆藤沢北西 ９/１１（木） １８：００点鐘 河鹿荘 （直前会長幹事
慰労会）
☆平塚南
８/２２（金） １８：３０点鐘 平塚プレジール６Ｆ大
山 （花火大会見学・他）
◎会報 着 台北西北・寒川
◎活動計画書到着 相模原・茅ヶ崎湘南・綾瀬春日
◎委員会報告
横山貢直前幹事：前年度年次報告書原稿提出のお願い
加藤会員［国際・地区大会実行委員会］
：地区大会役割分担表
の確認、台湾訪問の行程確認、サンパウロ世界大会へのお誘
い

◇幹事報告

◎出席報告 半田朋子会員
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スマイル報告 加瀬義明会員
澤邑重夫君 吾妻君ようこそ。今月はいよいよ出発ですね。楽
しんできて下さい！富田さん、これから末永くロータリーを楽
しんでまいりましょう！
古知屋光洋君 ゲストの吾妻くん、気をつけて、そして元気に
行ってください。富田さん入会おめでとうございます。
大森久巳男君 吾妻圭君、そしてお母様ようこそいらっしゃい
ました。新会員富田桂司君、入会おめでとうございます。諸事
お祝の皆様、おめでとうございます。私も誕生祝をしていただ
きありがとうございます。知らぬ間に 77 歳になってしまいま
した。
水嶋 聡君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。ゲス
ト・ビジターの皆様、いらっしゃいませ。皆様に幸有れ！
伊藤留治君 富田さん、クラブ創立記念日の入会おめでとう。
池上 實君 ８月会員増強月間第一号入会者、富田桂司君大歓
迎致します。青少年交換学生吾妻圭君と御母堂様ようこそ。
「友」の紹介は少しです。
田中賢三君 吾妻君、人生の最高の経験をして来て下さい。報
告を楽しみにしています。富田さん、御入会おめでとうござい
ます。エンジョイロータリー。
小澤耕一君 第 55 回創立記念日おめでとうございます。諸事
お祝の皆様、おめでとうございます。
山口利通君 富田くん、ご入会おめでとう。お父さんはお元気
ですか。大森さん、バースディおめでとうございます。いよい
よ待望の会長職は来年です。今しばらくお待ち下さい。
吉田恵子君 先日真夜中に月下美人が大輪の花を咲かせ、朝に
はしぼんでいました。今年は写真を撮る事が出来ましたが、だ
れに見せたくて夜中に咲き、一夜かぎりでしぼんでしまうので
しょうか。はかなく美しい花です。
西山国男君 富田さん入会おめでとうございます。吾妻君、お
母様、いらっしゃいませ。諸事お祝の皆様、おめでとうござい
ます。
富田桂司君 創立記念例会おめでとうございます。本日よりロ
ータリーデビューさせて頂くことになりました。皆様どうぞ宜
しくお願い致します。
杉本行廣君 創立 54 周年、55 回目の記念例会に卓話をさせて
頂き光栄ですので。
半田朋子君 創立記念おめでとうございます。諸事お祝の皆
様、おめでとうございます。吾妻君、よくいらっしゃいました。
交換留学生としてがんばって下さい。
成田栄二君 富田さん、入会おめでとうございます。吾妻君、
お母さんようこそ！諸事お祝の方々、おめでとうございます。
出口敬純君 吾妻君、お母様ようこそいらっしゃいました。い
よいよ出発ですね。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
富田君、入会おめでとう。
横山 貢君 本日ゲストの吾妻圭君、佐知子様ようこそ。新会
員富田桂司君おめでとうございます。
程島利通君 創立記念例会を祝して。
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
和田幸男君 富田さん、入会おめでとうございます。明日、会
員増強委員会です。出席予定の皆様、忘れないようにお願いし
ます。
下里洋一君 富田桂司君の入会、大歓迎致します。おめでとう
ございます。
清水賢一君 諸事お祝のみなさま、おめでとうございます。吾
妻圭君、気をつけて。富田さん、入会おめでとう。これからも
よろしく。
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加藤 寛君 創立記念例会おめでとう。吾妻圭君、お元気で勉
学に励んでください。
岩澤あゆみ君 創立 54 年という、また歴史の１ページの瞬間
に立ち会えていることに、心から感謝をしております。お盆も
近いし、きっと今日は祖父もゲストとしてここにいる気がしま
す。これからの茅ヶ崎ロータリーにスマイル！
河本啓伸君 富田さん、ロータリーに入会するとは、生涯最大
の決断、ありがとう！吾妻圭君とお母様、ようこそ。台湾で日
本のよいところを伝えてきてね。杉田さん、「一時停止」現行
犯、ご愁傷様です。
杉田祐一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。青少年
交換学生の吾妻圭さん、ご活躍をお祈り致します。富田さん、
どうぞよろしくお願いいたします！
加瀬義明君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。富田さ
ん、入会おめでとうございます。どうぞ今後とも宜しくお願い
致します。吾妻圭君、お母様ようこそいらっしゃいました。台
湾でたくさんの経験を積んで下さい。
［本日 27 件、40,000 円です］

卓話「私が入会した頃の地区とクラブ」 杉本行廣君
＝卓話者プロフィール＝
すぎもとゆきひろ
1936 年 2 月 20 日生まれ
司法書士 杉本合同事務
所所長
1972 年入会 1987-1988
年度会長
現年度：会場監督

私が入会したのは 1972 年 5 月で、当時は会員 53 名、
年間平均出席率は 98.22%、例会場は茅ヶ崎フィッシュ
センター3 階お座敷(海の見える和室)でした。地区は
359 地区といって、神奈川県・静岡県・山梨県がテリト
リーで、ガバナーは甲府ＲＣの今井友之助氏（サドヤ醸
造場事業主）でした。ガバナーが地区内全クラブを回る
のに宿泊しながら、という時代でした。スポンサーは不
動産管理をされていた涌沢忠雄さんで、クラブの会長は
全国最年少 39 歳の伊藤留治さん、幹事は堀村修さん。
著名な会員としては文芸(散文)の横田博氏、演劇演技の
上原謙氏、神道の瀧本正彦氏（寒川神社代表宮司）等が
在籍していました。
当時既に創立していた現 2780 地区内のクラブは 30
あり、以下の通りです。
厚木、茅ヶ崎、藤沢、藤沢北、藤沢西、箱根、秦野、平
塚、平塚北、伊勢原、鎌倉、鎌倉西、鎌倉大船、三浦、
二宮、小田原、小田原北、大磯、相模原、相模原南、津
久井、大和、横須賀、横須賀北、横須賀南、横須賀西、
湯河原、湯河原南、座間、逗子
横浜・川崎に 18、静岡に 27、山梨に 14 の地区内合
計 89 クラブで運営されていました。
私のクラブ経歴としては、入会 8 年後に第 19 代幹事
として、岩澤あゆみさんのおじいさまである正さんが会
長のもとでローターアクトクラブの提唱を致しました。
入会 16 年後に第 28 代会長となりました。
当時 51 歳で、
幹事の山口利通さんは 41 歳。会員数 69 名で年間出席
率は 100%。当時は出席に対してかなり厳しかったこと
が窺われます。

