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2020 年 8 月 6 日（木） 第２８９９回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 5
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」
◇会長報告

◇「四つのテスト」唱和［水嶋 聡会員］→

◇幹事報告

◇委員会報告 雑誌他

◇卓話 「創立記念スピーチ 50 周年から見る 60 周年」 河本啓伸君（第 51 代会長）
◎乾杯
伊藤留治会員
◎諸事お祝
☆誕生祝
大森久巳男君 ・ 木村信一君 （デスクルー
ペ） 歌：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 水嶋 聡君（夫婦箸）
☆皆出席表彰 ７月：伊藤和明君（３年） （回転ラック）
◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より
＊８月度ロータリーレート １＄＝１０５円
＊会員増強・新クラブ結成推進月間 リソースのご案内
＊ＭｙＲＯＴＡＲＹリニューアル実装のご案内
◇ガバナー事務所より
＊ロータリー財団月間（１１月）卓話依頼について
＊ガバナー月信 No.１
◇ロータリー日本財団より
＊確定申告用寄付金領収証 【税額控除の証明書は領収書
の裏面に印刷】
＊寄付者の皆様へ［書簡］ ※領収書は原則として再発行出
来ません。確定申告時まで大切に保管してください。
◇ロータリーの友事務所より 新型コロナウイルス感染症に
関する友事務所対応の件
◎委員会報告
雑誌［澤邑会員］
：ロータリ
ーの友８月号紹介

上左）誕生祝の大森・木村信一会員
右）出席表彰の伊藤和明会員
下）結婚記念祝の水嶋会員、岩井ソ
ングリーダー、石田スマイル

スマイル報告

大箭剛久君＆杉田祐一君

60 回目の創立記念例会というこ

とで、当クラブの歴史の重みをあらためて感じております。
河本さん、卓話どうぞよろしくお願いいたします。
和田幸男君

先週はガバナー補佐も慰労会に入れていただ

きありがとうございました。
伊藤留治君

乾杯発声の伊藤留治会員。
第 100 回例会から 59 年
間無欠席。今回で 2800
回目の例会参加とのこと

石田貴一会員

諸事御祝の皆様おめでとうございます。熱中

症には十分お気をつけ下さい。
池上

實君

クラブ創立 60 周年記念例会おめでとうござ

います。小生もあと少しで入会 50 周年になります。元気を
続けたいです。

出席報告 大竹孝一会員
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田中賢三君

河本さん、本日の卓話よろしくお願いします。

今日は広島の祈念日。僕が 1 歳 6 ケ月の時の事でした。
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創立記念卓話

「50 周年から見る 60 周年」

本日は広島原爆の日ですね。そんな特別な日に

2010 年、茅ヶ崎ロータリーと同じ
年に生まれた私が 50 周年時の会長に

な日だったんだろうかぁ。そうだ父母に会いに行こう！

なるのはやや運命的でした。最大 78

伊藤和明君

表彰ありがとうございました。

名もいた会員が、バブル崩壊からリー

杉本行廣君

祝クラブ創立記念例会、60 回目です。昭和 35

マンショックという長期的経済の閉

年に創立しました。よって私も結婚 50 周年を 10 月に迎え

塞状況のみならず、他の奉仕団体との

ます。

差別化が難しくなったこともあり、会

加藤

寛君 諸事御祝の皆様おめでとう御座います。

成田栄二君

諸事お祝の方々おめでとうございます。河本さ

ん、久しぶりのスピーチ、期待しています。
河本啓伸君

今日は素晴らしい卓話をお届けする予定です。

９４．７４％

河本啓伸会員

私は生まれました。本日は私の誕生日、父母にとっても特別

木村信一君

修正出席率

員が減少する一途。
員が減少する一途。私が会長になった頃は 34 名となり、さら
に退会する会員もいて、大変苦しい時期でもありました。
それでも、50 周年という大きな節目に茅ヶ崎ロータリーク
ラブの歩んだ道を刻み込みたいという気持ちが強く、「クラブ

皆さん、心して聴くように！

史発掘委員会」という１年間だけの委員会を設置、伊藤留治先

大森久巳男君

輩に委員長をやってもらったことを思い出します。基本方針も

諸事御祝の皆様おめでとうございます。厳し

い暑さ、コロナに負けず、健康第一でいきましょう。

「温故知新。内向きのベクトルで今後のクラブの活性化を促進

私のニワトリは順調に 2 日に 1 個たまごを産

する」というものでした。また、当時 11 年連続で自殺者が 3

んでくれるのに、私ときたら昨日は仕事の関係で少々ヤケ酒

万人を超えるという社会情勢もあり、記念事業としては、友人

を頂いてしまいました。しかし、そんなとき、ロータリーの

でもある直木賞作家の重松清氏を招いての『命を語ることば』

例会に出席することで心がリセットされるのです。これから

というテーマでの講演会を開催することを決めました。茅ヶ崎

もロータリーとニワトリに感謝してがんばりたいと思いま

市民文化会館小ホール 400 席が、招待した市内中高の希望者

す。

や一般市民の方たちで満席。抽選で漏れた人もたくさんいて、

澤邑重夫君

古知屋光洋君
吉田恵子君

創立記念例会おめでとうございます。
夏になりましたね。茅ヶ崎南口の居酒屋で 8 人

のコロナが発生したとのこと。こわいです。早く終わってく
れるといいですね。
富田桂司君

諸事御祝の皆様おめでとうございます！60 周

年創立記念おめでとうございます！

少なくとも私のライブより盛況でした。この事業をダメもとで
地区補助金に応募したら、なんと通ってしまい、驚いたことを
覚えています。額としては 164,000 円でした。
前夜祭をコルティーレで、記念式典を鎌倉プリンスホテルで
行いました。式典後、下里副会長や台北の Casey らとカラオ
ケに行き、一緒にビートルズを歌ったのもよい思い出です。

諸事御祝の皆様おめでとうございます。先週は

そして 2011 年 3 月 11 日。未曾有の大災害をもたらした東

慰労会を催していただきましてありがとうございました。つ

日本大震災が起こります。台北西北クラブから義援金 100 万

い飲み過ぎてしまい、どうやって帰宅したか覚えていませ

円がすぐに届き、我々も同額を搔き集め、東北に寄与しようと

ん。

立ち上がりました。その際、当クラブの第 10 代会長で、仙台

杉本剛昭君

木村邦佑君

先ずは広島原爆投下の碑、追悼の念を捧げ、世

界の平和を祈ります。そして、茅ヶ崎 RC 創立 60 周年記念、
我々の行動が世界の平和につながりますように．
．
．
橋本正一君

諸事御祝の皆さんおめでとうございます。河本

ロータリークラブの初代幹事でもあった小橋一雄さんとのご
縁から、仙台ロータリークラブをお訪ねしてきました。
あれから 10 年。震災の影響による計画停電でも例会を一度
も休まず決行した我が茅ヶ崎ロータリークラブですが、新型コ

さん、創立記念スピーチ、楽しみにしております。

ロナウィルスの猛威により、この 4 月から 2 ケ月に亘りお休

大竹孝一君

みするということになりました。そして、7 月からの感染再拡

やっと梅雨明けしました。60 周年おめでとう

ございます。諸事御祝の皆様おめでとうございます

大に伴い、60 周年記念事業で 9 月に予定されていた宝塚歌劇

安武

団ＯＧによる公演が中止になるという事態に至りました。例会

勝君 諸事お祝い申し上げます。河本さん、卓話よろ

しくお願いします。

そのものも続行できるかどうかを話し合わねばならない状況

野中範郎君

です。大箭会長の心中はいかばかりかとお察しします。

夏本番、昨日は群馬でラフティングをしてきま

した。筋肉痛です。
永田輝樹君

60 周年創立記念例会に参加でき、光栄に存じ

ます。今後とも宜しくお願い致します。また、御祝の皆様お
めでとうございます！
石田貴一君

諸事御祝の皆様おめでとうございます。河本さ

しかし、のちにクラブ史を振り返る時、「あの１年があった
からこその茅ヶ崎ロータリーだね」と言えるよう、彼ならきっ
とクラブを導いてくれると信じています。
ちなみに、記念事業、やることに行き詰ったら、是非拙曲『相
模線旅情』の歌碑を茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデッキに作っ

ん、創立記念スピーチ楽しみです。

て下さい。2021 年は相模線開業 100 周年ですので。お披露目

［本日 25 件、40,000 円です］

で、IM に続き再び大箭会長とデュエットするのが夢です（笑）

