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2017 年 8 月 3 日（木） 第２７７１回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 57 回創立記念例会
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」
◇会長挨拶

◇創立記念乾杯（平井会員）
◇幹事報告

◇委員会報告 国際 他

◇卓話 ガバナー補佐・渡邊 來（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
◎ゲスト・ビジター紹介
伊東 巌様（程島会員ゲスト）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
*国際ロータリー第 2780 地区地区大会親睦ゴルフコンペ組
合せ表 9/8(金)相模原ゴルフクラブ東コース
※受付は、スタートの 45 分前迄にお済ませ下さい。
(当クラブ参加者…清水賢一君・橋本正一君・伊藤和明君・徳
舛幸丈君 IN スタート 13 組 8:56)
◇米山奨学会より 米山奨学生グェン・カーニーさん奨学生
レポート ◇タウンニュース
スマイル報告 橋本祐一会員
横山 貢君＆中山冨貴子君 創立 57 周年おめでとうござい
ます。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。伊東様よう
こそいらっしゃいました。諸先輩方の卓話、楽しみにいたし
ております。宜しくお願い致します。
平井 茂君 創立記念例会おめでとうございます。諸事お祝
いの皆様おめでとうございます。
大森久巳男君 程島会員ゲスト伊東様ようこそいらっしゃ
いました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
木村信一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。と書
いたら私も入っていました。伊東様いらっしゃいませ。
小林 亨君 諸事お祝いの方おめでとうございます。お客様
ようこそ！誕生祝ありがとうございます。
伊藤留治君 創立 57 年です。盛大にお祝をしましょう。
池上 實君 57 周年創立記念例会おめでとうございます。
諸事お祝いの皆様おめでとう。つたないスピーチをお聞き下
さい。
田中賢三君 創立記念例会、池上会員、杉本会員、程島会員、
卓話楽しみです。諸事お祝いの方々おめでとうございます。
程島利通君 記念例会を祝って。
加藤 寛君 創立記念日ですね。おめでとうございます。
山口利通君 程島さんのゲスト伊東様ようこそ。昔を思い出
し、例会をお楽しみ下さい。

古知屋光洋君 自分と同い年の茅ヶ崎ＲＣおめでとうございま
す。所用のため早退いたします。
下里洋一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
亀井信幸君 諸事お祝いおめでとうございます。
斉藤信夫君 諸事お祝いの方おめでとうございます。池上・杉
本・程島各先生、卓話たのしみです。
半田朋子君 一昨日エヴェは元気に成田を発って帰国しまし
た。一年間有難うございました。皆様に感謝の気持ちを言って
いました。
出口敬純君 伊東巌さんようこそいらっしゃいました。諸事お
祝いの皆様おめでとうございます。
大箭剛久君 創立 57 周年おめでとうございます。諸事お祝い
の皆様おめでとうございます。明日から会社は連休に入ります。
しばらくボケーッと過ごします。
岩澤あゆみ君 伊東様ようこそお越し下さいました。諸事お祝
いの皆様おめでとうございます。暑さまだ厳しい日が続きます
ので、皆様お体ご自愛下さいませ。
北村公子君 昨日から写真展がはじまりました。アトランタ大
会の時ニューヨーク観光の写真も２枚出ています。ご覧下さい。
ネスパ 4 階市民ギャラリーです。
吉田恵子君 ゲスト伊東様ようこそ。諸事お祝い申し上げます。
和田幸男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
富田桂司君 ゲスト伊東様ようこそいらっしゃいました。諸事
お祝いの皆様おめでとうございます。暑さも峠を迎えましたが、
夏を楽しみましょう。
畠田宏治君 池上さん・杉本さん・程島さんの本日の卓話がと
ても楽しみで、すごく楽しみで、めっちゃ楽しみです。
大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。この所
天気が不安定で体調管理が難しいです。風邪をひかぬように気
をつけましょう。
木村邦佑君 ゲスト伊東様、ようこそ。諸事お祝いの皆様おめ
でとうございます。
木城基次君 創立記念例会おめでとうございます。伊東巌様、
ようこそおこしくださいました。諸事お祝い申し上げます。
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伊藤和明君 残暑お見舞い申し上げます。夏を楽しみましょう。
徳舛幸丈君 お盆休みになってきました。今年は曇りぎみの天
気ですが、熱中症には気を付けて下さい。
橋本祐一君 伊東様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ！諸事お祝いの皆
様おめでとうございます。池上さん・杉本さん・程島さん、卓
話楽しみにしております。
［本日 31 件、46,000 円です］

創立記念卓話。左から池上会員・杉本行廣会員・程島会員
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小澤雅彦
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2015~
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池上会員はドクターをクラブに是非入れようと呼びかけました。
杉本行廣会員「日台初の姉妹クラブ誕生秘話」
時は 1963 年このとき分区代理に就かれていました、落合一作
会員が商工会議所の会頭職にあり、東南アジアの視察旅行の際、
たまたま台北西北扶輪社の例会に出席したことが両クラブの姉
妹クラブ結成の糸口となりました。
茅ヶ崎クラブ 10 周年誌によりますと、1957 年に当時の 3 人の
茅ヶ崎クラブ会員が東南アジアを旅行した折、会員の見上保氏か
ら太平洋戦争前(1934 年頃)に台北の新設中学校教師として赴任
した当時の一期生であられた荘讃元氏が、台北西北扶輪社に在籍
しているから訪ねるようにとの紹介を受け、帰途台北西北扶輪社
を訪ねる予定にしていたが、途中香港で台風に会い遂に台北西北
扶癖社へは出席できなかった。しかし荘讃元氏ご夫妻に面会し、
手厚いもてなしを受け、その折両クラブの事が話題となり、姉妹
クラブを結成してはとの提案が出ました。その後両グラブの間で
種々折衝の末、翌年荘讃元氏ご夫妻がクラブを代表して来目し、
正式に姉妹グラブを結成した訳です。両クラブ会員の師弟の縁が
2 つのロータリーを結ぶこととなり、これが日本と台湾との姉妹
クラブの第 1 号となり、その後の目台姉妹クラブ結成の先駆けと
なりました。そして今や 53 年の歳月を経て、益々親善と交流を
深めて、国際理解と協力の見本となりました。

上）誕生祝。小林・大森・
木村信一の各会員
左）結婚祝の水嶋会員
程島会員「クラブソング『覇気あれ我がクラブ』誕生秘話」
先般の卓話の際に発表しました『覇気あれ、我がクラブ』とい
う歌を、クリスマス例会の場で是非会員皆で歌い、盛り上がりた
いと思います。他のロータリークラブではあまり前例のないこと
であると聞き及んでいますが、オリジナルソングを持ってはなら
ない、という規則もないようですので、善処して頂ければソング
リーダーとしても大手を振って練習できるので、助かります。
この歌を創るきっかけは、茅ヶ崎ロータリークラブが他のクラ
ブとは違う独自性を有する、ということと、それにともなってク
ラブに対する愛着が生まれれば、と考えたことです。曲調もちょ
っと応援歌風にして、自分自身を含めた会員皆の元気が出れば、
と願っています。また、こういう歌が会員自身の手で創られ、歌
われるということに意義があると考えました。
歌詞は「茅ヶ崎の自然とそれを愛する気持ち」
「ロータリー精神
(と私に感じられること)」
「会員の士気高揚」という 3 つの観点か
ら創りましたが、もしロータリー精神に反するところがあれば直
すよう努めます。
もし、理事会にてこの歌を茅ヶ崎ロータリークラブのオリジナ
ルソングとして認めて頂ければ、クリスマス例会を目指して、点
鐘前の数分を利用して歌唱練習したいと思います。また、その後
は月に一回程度、忘れてしまわないように例会時に歌えれば、作
者としてもソングリーダーとしても幸いです。
1998 年 12 月 3 日 文責:河本啓伸
理事会に諮ってクラブソングとして認定して頂いたことをすっか
り忘れていました（河本談）。程島先生貴重な資料ありがとうござ
いました。また、台北西北クラブとのなりそめも知らなかった人も
多いことかと思います。歴史を知ると愛着も湧きますね。

