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2016 年 10 月 20 日（木） 第２７３５回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 12
＊＊＊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 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」
◇委員会報告 クラブ奉仕

◇会長挨拶

◇幹事報告

他

◇卓話 イニシエーションスピーチ

木村邦佑君

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊地区大会ご参加への礼状
＊第１回地区補助金説明会 開催の案内
・１０/２９（土） １４：００～１６：００ ・藤沢南口 第一相澤ビル６
階「会議室」
＊クラブ研修リーダーセミナー開催の案内 ・１１/１６（水） １４：０
０～ ・藤沢商工会館 ミナパーク
・出席対象者…クラブ会長エレクト・クラブ研修リーダー
＊「卓話者データベース」登録の依頼 ・ロータリアン及び外来
者 ・締切・・・１０/３１（月）迄
＊ＲＯＴＥＸ懇談会／来日学生オリエンテーション 開催の案内
・１１/５（土） １３：００～１５：００（ＲＯＴＥＸ懇談会） １５：００～１
６：００（来日学生オリエンテーション）
・藤沢南口 第一相澤ビル６階「会議室」
＊米山学友会主催「国際交流会」開催の案内 ・１１/１９（土） １
３：００開会 ・秦野商工会議所１Ｆ
＊国際ロータリー第２７８０地区ローターアクト第２８回地区年次大
会 大会ターゲット『繋～つなぐ～』
・１１/２７（日）１４：００～ ・サン・エールさがみはら 第一研修
室 ・登録料 ロータリアン：6,000 円
◇米山記念奨学会より 『ハイライトよねやま １９９』
◇国際ロータリー第２７２０地区 ガバナー前田眞実様より 熊
本・大分地震 義援金の御礼
◇神奈川新聞 １０/６号 （茅ヶ崎商工会議所創立７０周年 関連
記事・お祝い広告 掲載）
◇さぽせんニューズレター ２０１６年 Vol.５０ ◇タウンニュース
◎委員会報告
親睦［横山貢会員］：例会後に委員会を実施します。
指名委員会［大森会員］：次々年度会長の指名委員会の委員を
以下の７名に決定。清水現会長・横山貢会長エレクト・大森・澤
邑・出口・和田・小林の各パスト会長。

橋本祐一君
スマイル報告 富田桂司会員
清水賢一君＆大箭剛久君 地区大会参加の皆様、お疲れ様でし
た。木村邦佑さん、橋本祐一さん、スピーチよろしくお願いし
ます。
池上 實君 鬼の霍乱か、地区大会当日は体調を崩し、ご同行
の皆様に心配をかけました。舟木ＲＩ会長代理のスピーチまで
頑張って、途中帰宅致しました。本日は元気です。
伊藤留治君 木村邦佑君、橋本祐一君ご両名、イニシエイショ
ンスピーチ頑張って下さい。
田中賢三君 地区大会たいへんお世話になりました。木村様、
橋本様イニシエイションスピーチ楽しみにしています。
程島利通君 イニシエイションスピーチ期待します。
大森久巳男君 秋らしいさわやかな天気となり気持ち良いで
すね。木村邦佑君、橋本祐一君イニシエイションスピーチ楽し
みです。宜しくお願いします。
小澤耕一君 木村君、橋本君、スピーチ楽しみです。
河本啓伸君 木村邦佑さん、橋本祐一さん、真のロータリアン
への登龍門イニシエイションスピーチ、適切に頑張って下さ
い。ちなみに 27 日（木）JCOM「デイリーニュース」（午後
６時放映）にて弾き語りで歌うという恐ろしい事態になってい
ます。いろんな意味で泣ける放送になる予定ですので、是非ご
覧下さい。
横山 貢君 本日の卓話、木村邦佑さん、橋本祐一さん、宜し
くお願いします。
横山宏実君 早退します。
半田朋子君 皆様こんにちは。今年もまたお遍路さんへ行って
きました。今年は 60 年に一度の幸運の年で大勢の人でした。
これからも宜しくおねがいします。
西山国男君 木村邦佑さん、橋本祐一さん、スピーチ楽しみで
す。宜しくお願いします。
中山冨貴子君 地区大会、皆様おつかれ様でした。木村邦佑会
員、橋本祐一会員、イニシエイションスピーチ楽しみにしてい
ます。気候不順の折、皆様ご自愛下さいませ。
吉田恵子君 地区大会出席の皆様、おつかれ様でした。木村さ
ん、橋本さん卓話楽しみにしております。
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水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
品田和也君 木村邦佑様、橋本祐一様、イニシエイションスピー
チお願いします。
木村信一君 木村邦佑様、橋本祐一様、スピーチ楽しみにしてい
ます。
小澤雅彦君 先日の地区大会おつかれさまでした。リシャール・
コラス氏の講演を聴き、すっかりファンになった私は彼の小説を
読んだり、昨日はシャネルのブティックに立ち寄ったりしてみま
した。いつかシャネルで買い物できるように仕事に励みたいと思
います。
橋本祐一君 本日は私のイニシエイションスピーチですが、スピ
ーチが大の苦手なので、うまくできなくても笑ってお許し下さい。
木村邦佑君 遅参致し、失礼しました。本日イニシエイションス
ピーチをさせて頂きます。宜しくお願い致します。
富田桂司君 先日は地区大会おつかれ様でございました。ホスト
クラブで開催された昨年の大会から１年間、早かったように感じ
られます。まだ真夏日ですが、もう 11 月も目前ですね。年末のク
リスマスイベントが楽しみです。木村さん、橋本さんイニシエイ
ションスピーチ頑張って下さい！
［本日 21 件、26,000 円です］

イニシエィションスピーチ
木村邦佑会員［宗教法人信隆寺

代表役員］

修正出席率

８７．５０％

イニシエーションスピーチの木村邦佑会員と橋本祐一会員

橋本祐一会員［ＪＣＯＭ湘南

湘南局

取締役局長］

こう見えましても 1964 年 5 月 8 日生まれで、まだ 52 歳です。
千葉県野田市という醤油で有名な、駅を降りたら醤油のにおいが
するような町で育ちました。小学生時代は野球ばかりしていたの
ですが、中学校でテニス部にきれいな女子の先輩がいて、それに
見とれて思わず軟式テニス部に入ってしまいました。テニスでは
県大会ベスト 16 になったほか、実は足が速くて駅伝にも駆り出
されました。当時 1500M を 4 分 36 秒、3000M を 9 分 40 秒で走
りました。

昭和 43 年茅ヶ崎生まれ、茅ヶ崎育ち、そして茅ヶ崎で働いて

大学時代はアルバイトに明け暮れ、昭和 62 年に証券会社に入

います。鶴嶺小学校・鶴嶺中学・鶴嶺高校、そしてあまり勉強す

社しました。バブル前後でいい時も悪い時も見ました。1995 年に

ることもなく日蓮宗のことを学ぶために立正大学へと進みまし

セブ島に旅行に行き、宿泊したホテルでテレビを見ていたら、た

た。部活はずっと野球をしていましたが、大学では統計学のサー

くさんチャンネルがあって驚きました。そのことが頭に残ってい

クルに入りました。ちなみに妻はそのサークルの１級下になりま

て、1997 年にケーブルテレビの募集があった時に応募して入社し

す。子供の頃はあまり勉強しなかったわけですが、今齢 50 を前

ました。当時は住友商事の JCOM と伊藤忠のタイタスが合併す

に勉強が楽しいと思うようになりました。

る前で、私が入ったのはタイタスの方でした。この２つが 2000 年

私は旅行をするのが好きで、大学３年生の時にバックパッカー

に合併しました。初めは個人営業を 2004 年くらいまでやり、成

でアメリカへ行くことを決意しました。お金がありませんので、

績も悪くなかったようで、本社の営業部に行って、その後東京・

向こうではグレイハウンドバスというちょっと怖い乗り物で移動

埼玉・浦安を経て現在に至ります。

し、一泊５～６ドルの安宿に泊まりました。荷物が盗まれないよ

趣味の１つは映画で、特に CIA 関係のもの、ジェイソン・ボー

うに、ベッドに縛り付けて寝るのですが、横になってしまうと危

ンシリーズなどが好きです。スターチャンネル等で見られる『ゲ

険なので、座ったまま眠るようにしていました。帰りの飛行機の

ーム・オブ・スローンズ』は毎回「えっ？」と思う結末で絶対面

中で「二度とアメリカには行きたくない」と思いました。

白いと思います。あとは海外旅行ではビーチ系が好きで、年に１

それでも卒業を控えて、これからはなかなか海外旅行も出来な

回程度行っています。

いと思い、アフリカへ行くことを決意しました。14 万円で売られ

最後に私がなぜこの髪形をしているか、という点についてお話

ていたソ連の格安チケットを購入し、ケニアへ行きました。そこ

します。おそらく朝シャンが悪かったんだと思います。髪の毛は

でマサイ族とテントで一緒に過ごしました。その時、既に結婚す

夜発育するらしいのですが、その時脂がついたまま寝てしまうの

ることが決まっていましたので、そのことを彼らに話すと、歌と

がよくなかったのかな、と。今、最大の問題は頭を何で洗うかで

例のぴょんぴょん跳ねる踊りで祝福してくれました。そういうこ

す。洗顔フォームなのか、ボディソープなのか、それともシャン

ともあって、帰国してから「アフリカにはまた来たいなぁ」と思

プーなのか。リンスはつけるのか．
．．
。現時点では固形の牛乳石鹸

いました。私は感動して、その歌をウォークマンで録音し、結婚

が一番脂が取れる感じがしています。今後もしばらくは牛乳石鹸

式で掛けたのですが、喜んでいるのは私だけで、周りの人には何

を使っていこうかと考えています。

の事だかわからなかったようです。いずれにしても、当時の経験
は現在もとても役に立っています。
宗教というのは根幹というのは、生きている人間がいかに幸せ
に生きられるか、ということを助けるものなのだと考えています。
この茅ヶ崎ロータリークラブに入らせてもらったのも、茅ヶ崎で
生まれ育った自分がお寺の仕事を通じて何か恩返しが出来るので
は、と考えたからです。これからもよろしくお願い致します。
委員会報告の大森会員、地区大会での表彰について語る清水会長

