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2018 年 11 月 1 日（木） 第２８２６回例会 天候：曇り 司会：杉本剛昭副幹事 No. 17
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事お祝

◇会長挨拶

◇四つのテスト唱和［橋本祐一会員⇒］
◇幹事報告

◇委員会報告［親睦

他］

◇ミニ卓話 「イニシエーションスピーチ」 細井年春君
◎ゲスト・ビジター紹介
池上敏子様（池上 實会員御夫人） グエン・カーニーさん（米
山奨学生）
◎諸事お祝
☆誕生祝 伊藤留治君・下里洋一君・杉田祐一君 （ペン）
☆結婚記念祝 池上 實君 ♥ 敏子様 岩澤あゆみ君 ・ 畠
田宏治君 ・ 伊藤和明君 １０月分 ： 大森久巳男君 ・ 熊澤孝
之君
（ペアグラス・ご夫人・・・花束）
○中山会員ご夫君ご命日 １１月２日 （花籠）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊『インスピレーションになろう』 ２０１８～２０１９年
新会員の集い 案内
◉２０１９年 ３/２２（金）１６：００ ～ ３/２３（土）
１２：００
◉ローズホテル横浜
◉登録料…１５，０００円
◉対象者…入会４年未満の新会員（対象者で尚且つ今回初
めて参加する方は、クラブより会費の補助有り）
◇茅ヶ崎商工会議所より
＊平成３０年度優良産業人等表彰式の臨席について
◉１１/２２（木） １１：００～１２：００
◉茅ヶ崎商工会議所 ４階 大会議室
＊平成２９年度優良産業人表彰の助成金交付について
被表彰者…３７名
助成金希望額・・・３７，０００円
（１名に付き１，０００円）
◇「ロータリーの友」１１月号 ◇玉蘭荘だより １６０号
◇タウンニュース

誕生祝の伊藤留治・下
里・杉田の各会員と卓
話の細井会員

◎委員会報告
小澤会員［親睦］
：クリスマス家族会の周知、ビンゴ景品
木村信一会員［国際］
：マンダリヨン RC へのお土産募集
吉田会員［社会奉仕］
：12/13 例会後、パンジーの植栽
杉田会員［クラブ戦略計画］
：アンケート協力依頼
岩澤淑江会員［雑誌］
：ロータリーの友 11 月号の紹介

上）ご夫君ご命日の中山幹事と結婚祝の伊藤和明会員・岩澤あ
ゆみ会長・池上会員ご夫妻・大森・熊澤・畠田の各会員
下）結婚祝の池上實会員と敏子夫人と橋本正一ソングリーダー

出席報告 細井年春会員
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スマイル報告 安武 勝会員
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとう
ございます。池上敏子様、ご主人とのツーショットはいつ見て
もすてきです。カーニーちゃん、ますます勉強頑張って下さい
ね。細井会員、イニシエーションスピーチ楽しみです。11/5 ６
ロータリークラブの親睦ゴルフにご参加の伊藤和明さん、橋本
正一さん、W 木村さん、入賞目指して頑張って下さい！
池上 實君 本日は妻・敏子もお招きいただき有難うございま
した。お互い健康に気をつけ今年で結婚 54 年になります。一
家５人音楽に打ち込む毎日です。文化祭のプログラム遅くなり
ましたが、是非お出かけください。
伊藤留治君 池上御夫人、グエンさん、ようこそお越し下さい
ました。誕生祝ありがとうございます。
下里洋一君 後期高齢者に今月でなります。もう誕生日はいら
ないですね。
大森久巳男君 池上会員令夫人・敏子様、グエン・カーニーさ
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。私も先月欠席したので月遅れのお祝いをしてい
ただきます。感謝。
畠田宏治君 本日は結婚祝誠にありがとうございます。長女も
来週結婚式を挙げます。元年生れ同士です。来年 5 月から 12
月までの 8 ケ月しかありませんが、その子どもも元年生まれ
となることを心密かに念じています。
伊藤和明君 結婚記念祝ありがとうございます。
加藤 寛君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
杉田祐一君 池上御夫人、カーニーさんようこそいらっしゃい
ませ！楽しんでいって下さい。誕生祝ありがとうございます。
熊澤孝之君 池上敏子様、ようこそ！ごぶさたしておりまし
た。お元気そうで大変うれしく思います。どうぞごゆっくり。
グエン・カーニーさん、ようこそいらっしゃいました。例会を
楽しんで下さい。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
杉本行廣君 池上夫人おめでとうございます。ようこそおいで
下さいました。諸事お祝いの会員諸氏おめでとう。
斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。池上令
夫人、グエン・カーニーさん、ようこそ！細井さん、スピーチ
期待しています。
河本啓伸君 池上敏子様、カーニーいらっしゃいませ。確認で
すが、天才ミュージシャンのライブは 11 月 11 日（日）です
よ。その日遊んでくれる人がいない方は是非お出かけ下さい。
和田幸男君 細井さん、イニシエーションスピーチお疲れ様で
す。ゲストの池上敏子様、グエン・カーニーさん、ようこそ。
出口敬純君 グエンちゃんようこそ！諸事お祝いの皆様おめ
でとうございます。
澤邑重夫君 池上敏子さん、カーニーさん、ようこそ。お祝い
のみなさま、おめでとうございます。今月綾瀬に NHK のど自
慢がきます。私も一発、家族にいいところを見せるべくひそか
に応募したのですが、選考もれのハガキが届いてしまいまし
た。でも、笑を取れたのでよしとしましょう！
吉田恵子君 池上先生奥様、おめでとうございます。諸事お祝
い申し上げます。カレンダーが心細くなってきました。
大箭剛久君 最近気になったニュース。欧州委員会のユルキ・
カタイネン副委員長は、ゆるいんだろうか、硬いんだろうか？
木村信一君 皆様に良い事と幸せな事がなだれの様にやって
来ますように。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
岩澤淑江君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。池上先
生の奥様ようこそおいでいただきました。細井さん、スピーチ
たのしみにしております。
小澤雅彦君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます！池上
敏子様いらっしゃいませ！来週 11 月 8 日は“イイ歯の日”と
いうことで次回例会はいつも以上の笑顔で皆様をお迎えした
いと思います。皆様もいつも以上に元気な声であいさつをお願
いいたします！
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橋本正一君 ゲストの皆さんこんにちは。諸事お祝いの皆様お
めでとうございます。京都で会議のため早退いたします。
大竹孝一君 今年もあと 2 ケ月となりました。農作業の種ま
きも一段落です。今年は収穫がおくれ、新米の御案内が遅くな
りました。茅ヶ崎産のコシヒカリとはるみ、よろしければお声
をかけてください。
木村邦佑君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。細井さ
ん、スピーチ楽しみにしております。
橋本祐一君 ゲスト・ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ。
誕生祝、ご結婚祝、表彰の皆様おめでとうございます。細井さ
ん、イニシエーションスピーチ楽しみにしています。
安武 勝君 細井さん、イニシエーションスピーチ楽しみで
す。グエン・カーニーさん、いらっしゃい。
［本日は 28 件、55,000 円です］
「イニシエーションスピーチ」細井年春会員
静岡市の出身です。静岡といえば温暖で住みやすく、家康
最後の地としても知られています。駿府城跡を現在発掘中で
すが、豊臣の金の家紋瓦が発見されたため、もともと有った
秀吉の城の上にかぶせた城ではないかと話題になっていま
す。また、静岡といえばサッカーですが、サッカー王国ゆえ
に、うまい人ばかりで断念しました。ひと通りスポーツは遊
び程度にはやったので、今でもスポーツ観戦は趣味となって
います。ちなみに、これは自慢ですが、我が家の斜め前にキ
ング・カズこと三浦知良選手が住んでいて、小中高で４つ後
輩になります。小学校時代にはよく一緒に遊んでいました。
大学で東京に出てきて大学時代のバイト（ロッテリア）が
きっかけで、1988 年当時ルミネ茅ヶ崎のロッテリアに就職す
ることになりました。その後、ドトールコーヒーを立ち上げ
にたずさわり、その後ルミネの営業部勤務、販売促進課長の
仕事に就きました。2005 年 JR の施策により、ルミネ茅ヶ崎
と平塚ラスカが合併し、2007 年本社開発部へ異動しました。
ここから 2015 年の茅ヶ崎駅・ラスカの大改装計画に携わる
ことになりました。
2015 年の増床リニューアルの話を少しさせていただきま
す。2015 年 11 月東海道線の線路上空に人工地盤をはり、売
場面積 1.8 倍に広げました。この計画は 2007 年に JR と共同
開発というかたちでスタートして約 8 年かかった計画でし
た。なぜこんなに長い期間がかかったかと言うと、線路上空
工事は最初の基礎工事期間は東海道線の終電から始発までの
間でしか工事ができなくプランを立ててから完成まで時間が
かかってしまいました。リニューアルのコンセプトは「アク
ティブ＆スローライフ 毎日をもっと豊かにもっと茅ヶ崎を
好きになる」です。これまで茅ヶ崎に多く携わらせていただ
いていましたので、イメージしやすかったです。
出店者さん探しから、交渉、工事調整まで携わらせていた
だいたおかげで、茅ケ崎店のなかのことは隅々まで把握する
ことができています。リーシング（店舗さがし）は隣辻堂に
テラスモールが有る関係でナショナルチェーンは売上の高い
テラスモールさんに出店を希望されるので難航しました。
今年７月１日に 11 代目茅ヶ崎店長に就任しました。これま
で、大きくかかわってきた茅ヶ崎店の店長に就任できたこと
は非常に光栄であり、なによりこれまで、代々JR 関係者しか
店長に就任していなかった会社で初のプロパー社員（生え抜
き）が店長になれたこと、そしてデベはこれまでは開発をす
ると開発部隊は終わると次の案件に移っていくのですが今回
私は茅ケ崎の改装計画の基本設計時から携わらせていただ
き、完成後も茅ヶ崎店に残っていることは異例のことです。
ちなみに春のタイミングはラスカの社長・平塚店・小田原店
の店長も交代するという稀に見る事態となっています。
今回このようなスピーチの機会をいただきありがとうござ
います。自分を振り返るとてもいい機会になりました。これ
からもみなさんと一緒に茅ヶ崎とロータリーを盛り上げてい
きたいと思います。よろしくお願い致します。

