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2015 年 9 月 24 日（木） 第２６８９回例会 天候：曇り 司会：大箭剛久副幹事 No. 11
＊＊＊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「手に手つないで」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 地区大会実行委員会 他

◇卓 話

関 伸司君『イニシエイションスピーチ』／吉田恵子君『国際大会報告』

◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊１０月度ロータリーレートの通知 １＄＝１２０円
＊経済と地域社会の発展月間 リソースの案内
◇ガバナー事務所より
＊「クラブを成功に導くリーダーシップ」
＊《ロータリー財団１００周年プレコンサートのご案内》～財団学
友によるチャリティーコンサート～ ・１１/３（火・祝） １４：００開
演 ・ヨコスカ・ベイサイド・ポケット ・入場料：３，０００円
＊地区大会：表彰について （ロータリー財団寄付優秀クラブ（一
人当たり）第４位）
＊秋のかながわ献血キャンペーン（１０/１５（木）～１１/３０（月））
ポスター
◇台北西北区扶輪社より 創立５５周年に当たり、記念事業奉
仕活動の共同参与について
◇綾瀬ＲＣより 神奈川ブランド「鮎の稚魚放流事業の打合せ
会」について ・９/２４（木） １８：００～１９：００ ・綾瀬市中央公
民館 ３階講堂Ａ （各クラブ２名の参加要請）
◇ロータリー米山記念奨学会より ハイライトよねやま 186
◇茅ケ崎市より
＊平成２７年度茅ケ崎市表彰式・茅ケ崎市技能者表彰式 列席
依頼 ・１０/１（木） １０：００ 開式 ・茅ケ崎市役所分庁舎６階
コミュニティーホール
＊茅ヶ崎市・ホノルル市 姉妹都市協定締結１周年記念レセプ
ション 列席依頼 ・１０/１８（日） １７：００ ・茅ヶ崎市役所分庁
舎６階コミュニティーホール ・会費：３，０００円
◇タウンニュース
◎委員会報告
国際・地区大会実行委員会［加藤会員］：訪台チーム帰国報
告とソウル国際大会へのお誘い。地区大会までの打合せにつ
いて。次週より各部門リーダーは 11:30 に集合。
訪台報告［山口会員］：台湾米山会活動報告。日本からの留
学生を毎年２名、今年は４名受入れ。１人当り 30 万元支給
地区大会ゴルフ大会［清水会員］
：当日の確認
ペットボトルキャップ報告［水嶋会員］
：122.88kg を回収

委員会報告。左から加藤会員・山口会員・清水会員・水嶋会員
スマイル報告 半田朋子会員
大森久巳男君＆横山貢君 先週は台北西北クラブ 55 周年チャー
ターナイトに参加して来ました。とても有意義な時間を過ごすこ
とが出来、参加者全員満足し、無事帰国することが出来ました。
池上先生、加瀬さん、水嶋さん、写真ありがとうございました。
加藤 寛君 台湾台北西北クラブ五十五周年旅行、無事帰国致し
ました。大変楽しい旅でした。旅行費、多少残が出ました。皆様
よりのスマイルです。
池上 實君 台北西北区ＲＣチャーター旅行では、同行皆様に大
変お世話になりました。今回で台湾訪問は 10 回目でした。尚、
４日目の夜の会食で私の 79 歳誕生祝をして頂き、感謝感激です。
皆様ありがとう。
伊藤留治君 関会員、吉田会員、卓話楽しみにしています。
和田幸男君 訪台の皆さんお世話になりました。加瀬さん、池上
先生、写真ありがとうございます。関さん、吉田さん、卓話宜し
くお願いします。
吉田恵子君 台湾に行かれた皆様、おつかれ様でした。本日は世
界大会の報告を少々させて頂きます。
小澤耕一君 台湾訪問の方々、台湾土産をありがとうございま
す。
杉本行廣君 訪台の皆様お帰りなさい。おみやげを頂き、ありが
とうございます。台北西北クラブの在籍者の方々で名前に記憶の
ある方が３～４名になっているのに驚かされます。
成田栄二君 大森会長、横山幹事、加藤姉妹クラブ委員長はじめ
台北訪問団の方々、お世話になりました。
出口敬純君 関さん、吉田さん、卓話宜しくお願いします。台北
訪問の方々お疲れ様でした。

◎出席報告 木村信一会員
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河本啓伸君 関さん、吉田さん、スピーチ著しく楽しみにしていま
す。10/10（土）なんどき牧場にて開催される天才ミュージシャン
のライブ、ほんのちょっとだけチケットが残っていますので、どう
してもという方は是非お声掛け下さいませ。
杉田祐一君 関さん、イニシエーションスピーチ、吉田さん、国際
大会報告を大変楽しみにしております。
大木 暁君 関さん、吉田さん、卓話楽しみにしております。
水嶋 聡君 みなさまに幸有れ！
中山富貴子君 台北西北 55 周年記念に参加してきました。笑いど
おしの楽しい旅行になりました。関様、吉田様、卓話楽しみにして
おります。
加瀬義明君 台湾訪問の皆様にはお世話になりました。関さん、吉
田さん、卓話宜しくお願い致します。
杉本剛昭君 台湾訪問旅行、御同行の皆様のおかげで楽しい旅行と
なりました。ありがとうございました。心より御礼申し上げます。
富田桂司君 台湾訪問の皆様おつかれ様でした。久々の例会です
ね！関さん、イニシエーションスピーチがんばって下さい。
畠田宏治君 関さんと吉田さんの時間延長の充実した卓話が楽し
みです。
岩本好正君 さわやかなお天気ですネ。１年中このくらいの気温だ
と助かります。関さん、吉田さん、卓話楽しみにしております。
北村公子君 台湾旅行行ってきました。台北西北クラブ 55 周年記
念パーティすばらしかったです。高雄では充実した観光旅行楽しめ
ました。皆様には大変お世話になりました。
木村信一君 関さん、吉田さん、卓話楽しみにしています。
関 伸司君 欠席が多く大変恐縮しています。今日はイニシエーシ
ョンスピーチ、頑張ってお話させて頂きます。
山口利通君 関さん、吉田さん、卓話大いに楽しみにしております。
西山国男君 関さん、イニシエーションスピーチ楽しみです。
半田朋子君 台北訪問の皆様、おつかれ様でした。関さん、吉田さ
ん、スピーチ楽しみにしています。
［本日 26 件、64,945 円です］

６月開催のサンパウロ国際大会写真

吉田恵子君「国際大会報告」
報告と申しましても大会の中身に
ついては田中ガバナーが月信に丁寧
に書いていらっしゃるので、そちらを
読んで頂きたいと思います。私はガバ
ナーが撮られた写真をもとに、旅行の
経過とシカゴにあるＲＩ本部のこと
などをお話したいと思います。なかな
か大変な日程でしたが、サンパウロで
巨大なキリスト像を見ることも出来
て大変感銘を受けました。
国際大会報告に使用された写真と音声は当クラブホームページ
にて視聴できますので、是非ご活用ください

関
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伸司君「イニシエイションスピーチ」

私は福岡県遠賀郡芦屋町というところ
の出身で、昔「トラトラトラ」という映
画のロケ地に選ばれました。芦屋航空自
衛隊や芦屋モーターボートという競艇場
などもある町で育ちました。生まれは北
九州の小倉です。昭和 32 年生まれで、今
年 58 歳になります。高校卒業後、18 歳
で上京してきまして、40 年間働き通しで
す。これだけが自慢です。一生懸命にや
ってきたということは自分に誇れることだと思っています。
引っ越し歴は 22 回。20 代までに就いた仕事も両手の指では
足りません。18 歳で丸紅の子会社で働き始めたのですが、当時
はロッキード問題で丸紅が大変な時で、経営から手を引きまし
た。それで、19 歳の時に会社が解散になることになり、それを
機に、もともとがインテリアデザイナーを目指して上京してき
ましたので、朝昼晩と賄いを出してくれる３つのバイトを掛け
持ちして、デザインを勉強する資金を貯めました。ところが、
いざ願書を出しに行くと、
「昨日で締め切りました」と言われ、
働いていた食堂は食中毒を出して営業停止になり、さらには甘
さの最たるもので、貯めた資金を元手に始めた商売でも、保証
人になったりして 24 歳で大きな借金を負ってしまいました。
そうした経緯で、人に巻き込まれる人生が嫌になり、独立し
ようと思いました。その中になぜか新聞販売店というのがあり
ました。時はバブルでしたので、他にもいっぱい仕事はありま
した。よりによってなぜそんな仕事を選ぶのか、と親にも反対
されました。しかし、私はつぶれない商売、安定した商売をや
って、40 歳・50 歳になった時にもう一度冒険できるようにした
いとなと。それで 30 歳の時に神奈川県にやって来ました。茅ヶ
崎に来てからは 15 年です。
ロータリーに参加させて頂いたのは、茅ヶ崎市の倫理法人会
の顧問をされている田中ガバナーが私の失敗談の講話を聴い
て、気に入って頂いたようで、それがきっかけとなりました。
その倫理法人会には「はいの実践」というのがありまして、0.2
秒以内に「はい」と答えることになっています。それで何にで
も「はい」と答えるようになったら、皆さんに可愛がって頂い
て、いろいろな役を頂くようにもなりました。その流れで今年
ゴールデンウィーク前に神奈川県倫理法人会の会長をやってく
れ、ということになり、さすがに 0.2 秒では「はい」とは言え
なかったのですが、田中ガバナーに相談しましたら、
「関くん、
こうした役はやりたくても出来るものではないから、進んで受
けなさい」という言葉を頂きまして、この９月から神奈川県倫
理法人会の会長になることになってしまいました。
本日お配りさせて頂いた中に「お母さん業界新聞」というの
があります。これは日本航空のアテンダントをされていた藤本
さんという方が始められたものです。お母さん達がいろんな悩
みを抱えているのを、少しでも気が楽になるようにという趣旨
のものです。７年ほど前に出会いがあって、応援してこの地区
で千部ほど配布させてもらっています。
「夢売り新聞」というのと「湘南元気塾」というプリントも
入れさせて頂きました。私は地域を歩いていて、元気のない方
が新聞を取らなくなるのではないかと肌で感じています。世間
に好奇心がなくなり、生きる意欲もなくなってゆくと、情報な
んかどうでもいい、もう新聞やめた、という風潮になっている
のではないかと。これまでは「押し売り新聞」をしていたので、
来年からは「夢売り新聞」を発刊したいと思い、詩を作って印
刷してきました。元気の出る講演をして頂ける人をお呼びしま
して、元気セミナーというものも開きたいと思っています。

