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2017 年 5 月 18 日（木） 第２７５９回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 36
＊＊＊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」

◇次年度ガバナー補佐挨拶

◇表彰 第 42 回米山功労クラブ ◇会長挨拶
◇卓話 「イニシエイションスピーチ」

◇委員会報告 社会奉仕 他

山口泰成君

◎ゲスト・ビジター
渡邊 來様（２０１７-１８年度 ガバナー補佐・茅ヶ崎湘南Ｒ
Ｃ） 脇 卓光様（２０１７-１８年度 ガバナー補佐幹事・茅ヶ
崎湘南ＲＣ）
◎次年度ガバナー補佐挨拶
渡邊 來様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
※写真右は脇補佐幹事

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊「２０１６-１７年度 来日学生お別れ会」の案内 ・６/１６
（金）～１７（土） ・須走温泉 天恵
＊青少年交換学生オリエンテーション 開催の件
・６/３（土） １５：００～１７：００ ・第一相澤ビル ６Ｆ「会議
室」
＊クラブ幹事・事務局研修の案内 幹事・・・６/３（土） 事
務局・・・６/１０（土） ・第一相澤ビル８階「会議室」
◇米山記念奨学会より ハイライトよねやま２０６
◇タウンニュース
◎委員会報告
ペットボトルキャップ報告［水嶋会員］：これまでの累計数そ
の他の報告
社会奉仕［吉田会員］：5/25 例会後植栽の確認
親睦［横山会員］：5/12 親睦バス旅行の報告
会報［河本会員］：次年度作成の名刺に使用する写真を新
たに撮影希望の
方への告知
左から水嶋・
横山・吉田の
各会員

◇幹事報告

スマイル報告

澤邑重夫会員

渡邊來様（次年度ガバナー補佐・茅ヶ崎湘南ＲＣ）
・脇卓光様（同
補佐・茅ヶ崎湘南ＲＣ）次年度ガバナー補佐・渡邊、次年度ガバ
ナー補佐幹事・脇です。本日はご挨拶に伺いました。よろしくお
願いします。
清水賢一君＆大箭剛久君

渡邊 AGE、脇幹事エレクト、ようこ

そいらっしゃいませ。今後ともよろしくお願いいたします。親睦
家族旅行に参加された皆様、お疲れ様でした。癒しのひとときを
過ごせて良かったですね。
加藤

寛君

渡邊さん、脇さん、御苦労様です。宜しく御指導の

伊藤留治君

クラブよりスペインクラブの開店祝を頂戴し、誠

程を。
にありがとうございました。
吉田恵子君

奥能登一周してまいりました。ゲストの皆様よう

こそいらっしゃいませ。山口さん、卓話楽しみです。
出口敬純君

渡邊 AG、脇補佐幹事、ようこそいらっしゃいまし

た。
小林

亨君

お客様ようこそ！渡邊次年度ガバナー補佐、よろ

しくお願いします。
大森久巳男君

茅ヶ崎湘南ＲＣ2017-2018 年度ガバナー補佐渡

邊來様、補佐幹事脇卓光様、ようこそいらっしゃいました。宜し
くお願い致します。
山口利通君

渡邊ガバナー補佐、次年度はご苦労様です。あまり

無理をせず、ご活躍下さい。期待しております。
橋本祐一君

渡邊ガバナー補佐様、脇ガバナー補佐幹事様、茅ヶ

崎ＲＣにようこそいらっしゃいました。今後ともよろしくお願
いいたします。
山口泰成君

本日イニシエーションスピーチのお時間をいただ

き、ありがとうございました。

◎出席報告 小澤雅彦会員
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和田幸男君

渡邊ガバナー補佐、脇ガバナー補佐幹事、お世話に

なります。
木村信一君

ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。山口さん、イニ

シエーションスピーチよろしくお願い致します。
下里洋一君

渡邊次年度ガバナー補佐、脇ガバナー補佐幹事、よ

うこそ。
小澤雅彦君

ガバナー補佐・渡邊様、ガバナー補佐幹事・脇様、

いらっしゃいませ。山口さん、卓話を楽しみにしております。5
月に入って布団を薄くしたらさっそくかぜをひいてしまいまし
た。皆様、ご自愛下さいませ。
木村邦佑君

渡邊様、脇様、宜しくお願い致します。山口様、卓

話楽しみにしています。
池上

實君

過日の委員会合同行事は大変楽しく有意義でし

た。30 数年ぶりに会った指揮者の上岡敏之君のすばらしい演奏
に感動致しました。
杉本行廣君

今日はことばの日（5,10,8）です。知っていますか？

渡辺さん、脇さん次年度はご苦労様です。よろしくお願いいたし
ます。22 年前の分区代理（現ガバナー補佐）より
富田桂司君

渡邊様、脇様ようこそいらっしゃいませ。山口さ

ん、イニシエーションスピーチ楽しみにしています。
澤邑重夫君

渡邊さん、脇さんようこそ。次年度はよろしくお願

いいたします。
［本日 21 件、27,000 円です］

卓話「イニシエーションスピーチ」山口泰成会員
なぜ茅ヶ崎ＲＣに入会したのか、ということからお
話したいと思います。
現在、福祉・介護関係の仕事をしている関係もあり、
奉仕という言葉に興味がありました。それでロータリ
ークラブの会員さんたちはそれをどう捉えていらっし
ゃるのか、ということにも関心がありました。そういう
こともあって、自らが会員となって奉仕について学ん
でいきたいと思いました。また、茅ヶ崎ＲＣの創立が 8
月 10 日で私の誕生日と同じだったというのも大きな理
由の１つになりました。３つめに、吉田会員の押しの強
さに負けた、ということがあります（笑）
。
1970 年大阪市西成区、通天閣の真下、いわゆるあい
りん地区で生まれ、育ちました。先輩に赤井英和、後輩
に亀田三兄弟などがいます。父と母が床屋を営んでお
り、兄・姉がいて、末っ子の甘えん坊でした。父親は厳
しく、毎晩正座をして説教を受けていました。その内容
は「お前たちは理髪店を継ぐな、手に職をつけてこの町
を出ろ」というものでした。そして、お金がないので、
大学は国立、授業料の安いところへ行けとずっと言わ
れ続けました。
小学４年から中学３年まで新聞配達をしていまし
た。高校時代はヤマト宅急便の集配センターで夜８時
から午前１時までのバイトをしていました。そういう
経験のおかげで、様々な仕事の方と出会い、それが現在
の人生設計に役立っているかと思います。

修正出席率

８６．９６％

兄は４年浪人の末、医学部に行き、現在医者をやって
います。私は２年浪人をして、当時厚生省の管轄だった
京都大学医療技術短期大学部の理学療法士育成へ入学
しました。現在は文部科学省管轄となり、京都大学医学
保健科という名称になっています。
京都での思い出は「お金がなかった」ということに尽
きます。お金がないので、綺麗だから、というより、自
転車で神社を廻り、桜を観に行くことしか出来なかっ
たのでした。京都大学の農学部がある辺りの共同風呂・
共同トイレという所に２年間住んでいまして、
「関東に
行きたい」という気持ちを募らせていました。当時は理
学療法士は超売り手市場で同級生 20 人のうち、関東で
就職したのは私一人でした。就職先は鴨川シーワール
ドの前にある亀田総合病院というところで、見学しに
いった日に「うちに就職すれば今日の交通費と引っ越
し代をもってあげるから来ないか？」と言われ、決めま
した。業界では寺子屋と呼ばれていて、朝７時から夜 11
時まで仕事の、今で言うブラック企業でした。病院では
初めて ISO9001 というのを取得したところでもありま
したので、そちらの方のお手伝いなどいろいろなこと
をやらせてもらいました。
そんな中で厚木市にあるグループ病院の経営が傾い
てしまったので、その手伝いに行く人を募集していて、
「これは湘南に近い」ということで挙手しました。そう
いう経緯で茅ヶ崎に住むようになって 13 年。５年前に
株式会社アールアンドシーを起業致しまして、介護事
業・訪問事業・市の委託事業と障碍児を預かる事業を中
海岸でやっています。現在従業員は約 100 名、うち理
学療法士が 40 名、その他に作業療法士・言語聴覚士と
いった仕事の人に従事してもらっています。そのよう
な専門職の人がいないと成立しない仕事なので、県立
保健福祉大学・北里大学や茅ヶ崎リハビリテーション
学院、横浜リハビリテーション学院といった専門学校
で非常勤をさせて頂きながら、学生
さんにうちに就職してもらえるよう
な流れを作っているところです。現
在、全国で 14 施設とフランチャイ
ズ 2 施設の計 16 施設を営んでいま
す。今後とも何卒よろしくお願い致
します。

左）茅ヶ崎ＲＣクラブ細則変更に関する報告の程島会員
右）米山功労クラブ表彰についての説明をする清水会長

