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2015 年 2 月 26 日（木） 第２６６３回例会 天候：雨 司会：梅田弘人副幹事 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」

◇会長挨拶

◇３分間スピーチ 大箭剛久君
◇幹事報告

◇卓話「イニシエィションスピーチ」 杉本剛昭君・北村公子君
◎ゲスト・ビジター紹介
小口英世様 （茅ヶ崎湘南ＲＣ）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊３月度ロータリーレート １ドル＝１１８円
＊ロータリー アンケート調査の最新情報
◇ガバナー事務所より
＊地区内 各所ロータリ ーク ラ ブ・グループの ロータリー・デ ー
（2/22）活動参加への礼状
＊財団奨学生オリエンテーションの案内 （当クラブスポンサー財
団奨学生・・・岡田花香さん）
・３/１５（日） １４：００～１６：００ ・第一相澤ビル５階 ガバナー事
務所 会議室
◇タウンニュース
◎委員会報告
地区大会幹事［水嶋会員］
：地区大会名簿作成の協力依頼
地区大会実行委員会［加藤会員］
：例会後に打合せ＆来週例会
後に J-COM の人を交えて打合せ
梅田副幹事：４月１日付けで本社に異動、後任を次週連れて
くる旨のお知らせとペットボトルキャップ収集量の報告
◎会報 着

鎌倉中央

スマイル報告 加瀬義明会員 ※裏面に続く
小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 久しぶりにお世話になります。
澤邑重夫君 小口先生ようこそ。杉本さん、北村さん、スピーチ
よろしくお願いいたします。大箭さん、３分間スピーチありがと
うございます。
古知屋光洋君 杉本さん、北村さん、イニシエーションスピーチ
楽しみです。
伊藤留治君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口様ようこそ。杉本剛昭様・北村
公子様、イニシエイションスピーチ楽しみです。
平井 茂君 杉本さん、北村さん、イニシエーションスピーチご
苦労様です。
大森久巳男君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口英世様ようこそ。杉本様・北
村様、イニシエーションスピーチ楽しみです。
和田幸男君 茅ヶ崎湘南ＲＣの小口さんようこそ。杉本さん、北
村さん、イニシエーションスピーチよろしくお願いします。水嶋
さん、写真ありがとうございました。
杉本行廣君 イニシエーションスピーチのお二人にエールを送り
ます。がんばって！
下里洋一君 小口先生ようこそ。杉本さん、北村さん、卓話楽し
みです。
北村公子君 小口先生ようこそいらっしゃいました。今日イニシ
エイションスピーチです。落ち着きません。ごく短くすませたい
と思ってＤＶＤを用意しました。恥ずかしいです。
梅田弘人君 本社転勤になりました。残念で申し訳ない気持ちで
一杯です。後任は来週ご紹介致します。茅ヶ崎に戻った際はまた
よろしくお願いします。
吉田恵子君 小口先生ようこそ。杉本さん、北村さん、卓話楽し
みにしております。
西山国男君 杉本（剛）さん、北村さん、卓話宜しくお願いしま
す。22 日（日）中央公園清掃活動ありがとうございました。
富田桂司君 ビジター小口様いらっしゃいませ。水嶋さん、写真
ありがとうございます。一生涯大切に保管させて頂きます。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
大木 暁君 杉本さん、北村さん、卓話楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。
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加藤 寛君 水嶋さん、写真有難うございます。
関 伸司君 いつもお世話になっています。今日は娘の誕生日で
夜はお祝いです。素直な子に育って欲しいと願っています。
河本啓伸君 小口先生ようこそ。杉本 Jr、北村さん、イニシエイ
ションスピーチ適切にお願いします。次週、私のライブに関する
やや物騒なご連絡をする予定です。覚悟の上、お越し下さい。
出口敬純君 お客様ようこそ。杉本さん、北村さん、イニシエー
ションスピーチ楽しみです。
中山富貴子君 三寒四温の少し寒い雨ですね。湘南ＲＣの小口様
ようこそおこし下さいました。杉本さん、北村さん、イニシエー
ションスピーチ楽しみにしております。
加瀬義明君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口様ようこそ。杉本さん、北村さ
ん、イニシエイションスピーチよろしくお願い致します。
［本日 22 件、25,000 円です］

卓話「イニシエィションスピーチ」 杉本剛昭君
1972 年 7 月 24 日に茅ヶ崎市南湖で生
まれました。当時の家族構成は両親、７
つ上の姉、５つ上の兄、母方の祖母の６
人でした。中海岸の恵泉第二幼稚園に通
っていて、小学校は徒歩１分のところに
東海岸小学校が開校する予定になってい
ましたが、両親が上の二人の受験の為に
東京都文京区へ引っ越すことを決意、私
も巻き込まれる形で文京区の窪町小学校に通うことになりまし
た。当時の住まいの周囲は自然が多く、特に東大小石川植物園
にはお世話になりました。本来なら入場料を支払って入るべき
ところを、古タイヤを積み重ねて塀を超えて入り込み、植物園
の中でカエルや虫を採り、守衛さんのいる前を堂々と帰ってき
たものでした。
２年後、上の二人の受験が終わったので茅ヶ崎に帰ることに
なり、東海岸小学校ではなく湘南学園に通うことになりました。
中学ではラグビー部と写真部に所属していました。ラグビーは
先輩が熱心に誘ってくれたことと、父がプレーしていた関係で
家の中にいつもラグビーボールがある環境だったこともあっ
て、自然に入りました。その頃はラグビー人気も高く、テレビ
中継も多くやっていましたから、自分がプレーする下地は出来
ていたのかと思います。中１で既に体重が９０キロ近くありま
したので、フォワード最前列のプロップというポジションをや
らされました。以来プロップ一筋でやってきました。プレース
タイルとしては、真っ直ぐ走ってドンと当ってぶちかますとい
うものですが、好きなものはとことん研究・分析する性格でし
て、当時のラグビー日本代表ならびに早稲田大学で監督をされ
ていた日比野弘さんの著作に夢中になって、緻密な理論と大胆
な戦略に触れることを幸せに感じておりました。自分でサイン
プレーを作ったり、相手チームのサインを分析・解読するとい
うこともやっておりました。
大学は兄と義理の兄が早稲田に行っていましたし、日比野さ
んが教授をしていらしたので、早稲田を目指すことにし、何と
か合格することが出来ました。入学後は日比野監督と親しくさ
せて頂き、４年間東伏見のグラウンドで教授のアシスタントの
ようなことをやらせてもらいました。12 年前からは茅ヶ崎ラグ
ビースクールのコーチに就任しまして、この春からはそこで受
け持った子たちが大学でプレーを始めるので、その応援も楽し
みです。また、茅ヶ崎ラグビースクール出身の女子選手が 2016
年のリオデジャネイロオリンピックに出場することになるかと
思いますので、その際は皆様に応援して頂ければと思います。
仕事につきましては、大卒当時、テレビ局への内定を頂いて
おりましたが、ちょうどその頃、父が胃がんを患い、さて父の
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事務所をどうしようか、ということになりました。当時、兄
は大学院博士課程で研究者への道を順調に歩んでいましたの
で、私が方向転換をして、父の事務所に入ることとしました。
その後 28 歳で行政書士登録をして、４年前から行政書士会湘
南支部長を務めております。主に事業者の皆様には、各種営
業許認可や登録等、個人の皆様には遺言・相続・成年後見な
どの生活に密着した事案のサービスをすることを通じて、市
民生活のさらなる向上を図るということを使命にして働いて
おります。是非、ご活用頂ければと思います。
これからはもっとロータリーの勉強や活動に時間を割い
て、ロータリーライフをより充実したものにしたいと思って
いますので、何卒よろしくお願い致します。

卓話「イニシエィションスピーチ」 北村公子君
昨年 10 月に入会致しました北村です。履
歴書風に私の経歴をまとめてきましたので、
どうぞよろしくお願い致します。生年月日は
省略させて頂きます。横浜で生まれ、横浜で
育ちました。小学校から高校までずっと横浜
市立の学校でしたので、学校行事の時には横
浜市歌をよく歌わされていました。独身時代
は神奈川県庁衛生部で一般事務職として働
いていました。
結婚を機に茅ヶ崎に来ました。住所は柳島海岸です。家族は
主人と子供が二人、孫が三人おります。97 歳の姑もおります
が、私が仕事やら何やらで放っておくものですから、元気で過
ごしております。私自身は４年ほど前から足を少し痛めていま
すが、それ以外は至って健康です。
これまでの公的な役としては、市役所関係のお仕事で民生委
員、青少年指導員、登録統計調査員等をやらせて頂きました。
現在は商工会議所女性会に所属しています。趣味は写真、旅行
と健康のための太極拳です。
仕事についてですが、昭和 61 年に定置網をやめ、しらす網
漁業に転向しました。それと同時にしらすの加工と直売店を立
ち上げました。平成２年、北村水産を立ち上げ、売店をオープ
ンしました。それまでは普通の主婦だったのですが、いきなり
環境が変わってしまいました。平成 10 年、道路の拡幅に伴っ
て、現在地に店舗を建設致しました。そして、平成 12 年、息
子がこの地で何かをやりたいという考えがあって「快飛」を、
平成 17 年には「快飛」ラスカ店をオープンしました。
店の名前の「快飛」ですが、昔からの船の名前が「快飛丸」
で、当時はあさまるさんやまんぞう丸さんがありましたので、
うちは「丸」を取ってしまおうということで、読み方も「かっ
とび」と改めました。

