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2020 年 9 月 3 日（木） 第２９０２回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 8
＝本日の例会行事＝
◇歌唱「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事御祝

◇会長報告

◇四つのテスト唱和［橋本正一会員］→
◇幹事報告

◇委員会報告［雑誌 他］

◇卓話 「イニシエーションスピーチ」 永田輝樹君
◎ゲスト・ビジター紹介
富田エミ様（富田会員令夫人）
◎諸事御祝
☆誕生祝
池上 實君・山口利通君・河本啓伸君・横山
貢君・水嶋 聡君 （デスクルーペ）
お祝いの歌：お
めでとうロータリアン
☆結婚記念祝
富 田 桂 司 君❤エ ミ 様
木村信一君
（夫婦箸 ・ ご夫人：花束）
☆皆出席表彰
伊藤留治君（５８年）
・富田桂司君（６年）
（加賀蒔絵回転ラック）
◎幹事報告
◇ロータリー日本事務局より
＊特殊切手「日本のロータリー１００周年」の発行
◇６ＲＣ親睦ゴルフ担当クラブ（綾瀬春日ＲＣ）より ６ＲＣ親睦
ゴルフ大会のお知らせ ◉１１/２０（金） ◉藤沢ゴルフクラブ
◇ロータリーの友委員会より 新型コロナウイルス感染症に
関する友事務所対応の件（８報）

スマイル報告

伊藤和明会員

大箭剛久君＆杉田祐一君

富田令夫人ようこそいらっしゃ

いました。楽しんでいってください。永田さん、イニシエー
ションスピーチ楽しみにしております。諸事御祝の皆様おめ
でとうございます。
伊藤留治君

皆出席表彰ありがとうございます。58 年とな

りました。富田令夫人ようこそ。永田君、イニシエーション
スピーチ楽しみにしています。
富田桂司君

諸事御祝の皆様おめでとうございます。毎年伊

藤留治さんとご一緒のタイミングで皆出席表彰となります
ので、大変恐縮しております。どうもありがとうございます。
池上

誕生祝有難うございます。いつのまにやら 84

實君

歳になりました。伊藤留治さん、58 年皆出席おめでとう。茅
ヶ崎ロータリーの誇りです。
山口利通君

誕生祝ありがとうございます。ついに後期高齢

者になりました。これからもよろしくお願い致します。
田中賢三君

富田御夫妻、結婚記念祝たいへんおめでとうご

ざいます。諸事お祝の方々おめでとうございます。永田さん、
卓話よろしくお願いします。
木村信一君

永田輝樹様、スピーチ楽しみにしています。お

陰様で結婚 15 年目になり、本日例会に誘ったのですが、即
答で断られました。
成田栄二君

富田会員令夫人エミさんようこそ！諸事お祝

の方々おめでとうございます。昨日久しぶりにゴルフ会に参
加しました。レベルが高くなっているのでビックリしまし
た。
吉田恵子君
9/2 に開催されたゴルフコンペの懇親会（スペインクラブ
にて）
。優勝は木村邦佑会員

諸事お祝申し上げます。富田さん奥様ようこ

そ。台風が来ているそうですね。早く通り過ぎることを祈っ
ております。

出席報告 大竹孝一会員

※8/27 の例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています
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卓話「イニシエーションスピーチ」永田輝樹会員

にしておりました。よろしくお願い致します。
杉本行廣君

欠席

こんにちは。永田輝樹です。昭和 39 年

結婚記念祝の富田ご夫妻をはじめ、諸事お祝い・

1 月 19 日、東京世田谷生まれです。その

表彰の各位おめでとう。喜びで暑さを吹き飛ばして下さい。

後、横浜の洋光台に引っ越し、中学１年生

和田幸男君

の時に茅ヶ崎に越してきました。中学は松

永田さん、イニシエーションスピーチお疲れ様

です。諸事お祝の皆さん、おめでとうございます。

林中学、高校は湘南高校、大学は神奈川大

澤邑重夫君

学の経済学部に行きました。
血液型は A 型

富田エミさんようこそ。諸事お祝のみなさまお

めでとうございます。永田さん、卓話よろしくお願いします。

でやぎ座、趣味は神輿と野球です。野球は

今日は理事会をすっかり失念してしまい、大変申し訳ありま

高校時代に軟式野球部でピッチャーをや

せん。言い訳ですが、個人的に台風 10 号のゆくえが気にな

っ て い ま し た 。 当 時 は根 性至 上 主 義 で し た の で 、１ 日に

ってしまい、すべてがはかどらないこの頃です。

200~300 球も投げたせいで肩を壊してしまいました。ですの

古知屋光洋君

で、今は守備と打撃は出来るのですが、投げるととんでもない

諸事お祝のみなさまおめでとうございます。

永田さん、イニシエーションスピーチよろしくお願いいたし
ます。

ところに球が飛んで行くこともあります。
名前のことですが、よく、「どうして“てるき”や“てるじ

中山冨貴子君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。富田

ゅ”ではなく“てるじ”なの？」と尋ねられます。名付け親は

さん、木村信一さん、ご結婚祝おめでとうございます。エミ

祖父なのですが、出生届を出す際に小さい“ゅ”を忘れたのか

さまようこそお越し下さいました。例会を楽しんで頂きたい

もしれません。

と思います。永田さん、イニシエーションスピーチ楽しみに
しています。
杉本剛昭君

現在は神奈川県議会議員をやらせてもらっていますが、茅ヶ
崎ロータリーにはコンサルティングという職業分類、株式会社

富田会員令夫人エミ様、ようこそお越し下さい

トータル・コミュニケーションの取締役ということで入会させ

ました。諸事御祝の皆様おめでとうございます。永田さん、

て頂きました。ここに至るまでには塾講師として長らく勤めた

イニシエーションスピーチ楽しみです。来週、仕事で神津島

ました。2003 年に市議会議員に当選、2 期務めたのち、2011

へ育予定です。毎日、台風の行方が気になって仕方がありま

年に市長選挙に立候補しましたが、落選し、4 年間浪人するこ

せん。欠航したら、公式訪問欠席になってしまいます（汗）

ととなりました。その時に、茅ヶ崎ロータリーの会員である神

北村公子君

夜虫の声がにぎやかになってきました。富田エ

奈川電設会長の大森久巳男さん、現社長の大森竜太郎さんをは

ミ様、結婚記念おめでとうございます。よくいらっしゃいま

じめ、周りの人たちに恵まれ、この会社を設立させてもらいま

した。諸事お祝の皆様おめでとうございます。永田さん、卓

した。選挙で落ちると、別の仕事をせざるを得ない状態になっ

話楽しみです。

て、政治に戻れないケースも多いですが、私の場合は多くの人

木村邦佑君

に支えられて、戻ることが出来ました。2015 年に市議に復活

昨日のコンペ、お疲れ様でした。一寸先は闇、

でも、闇の先には光が見える。勉強になりました。永田さん、

し、現在は県議会議員として働いています。茅ヶ崎は横浜や川

スピーチ楽しみです。

崎といった政令指定都市ではないため、市議の時には県となか

橋本正一君

なか直接話が出来なかったのですが、今は県議をやることで、

ゲストの富田エミ様、こんにちは。諸事お祝の

皆様おめでとうございます。
岩井

泰君

市と県の両方と繋がれるようになりました。

永田さん、スピーチお願いします。九州地方の

茅ヶ崎ロータリーには今年の賀詞交歓会後のお酒の席で「入

台風が心配ですね。被害のないように願います。

る」と言ってしまいましたら、その後ガッチリ押さえられて、

永田輝樹君

2 月に入らせて頂くことになりました。他のロータリーやライ

お祝いの皆様おめでとうございます。本日、イ

ニシエーションスピーチよろしくお願い致します。

オンズクラブにも誘われていたこともあって、恨み言を言われ

伊藤和明君

たこともありましたが、ここで頑張ってゆく所存ですので、今

昨日のゴルフコンペ参加の皆様、お疲れ様でし

た。次回は 12 月 2 日を予定しています。宜しくお願い致し

後とも何卒よろしくお願い致します。

ます。
［本日 23 件、57,000 円です］

左）誕生祝 水嶋・河本・山口・池上・横山の各会員 中）結婚記念祝
の富田会員夫妻と木村信一会員 右）出席表彰の富田・伊藤の各会員

