
第193６回例会 2016年7月１９日（火）(天候) 晴れ №３ 

点鐘 

開会 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

ゲスト         

第 3グループガバナー補佐 田島透様 

ビジター        （ふじさわ湘南ＲＣ） 

 東京南ＲＣより 中野博義様 

茅ヶ崎ＲＣより 杉本行廣様 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-   

・7/１６（土）13:00～ロータリー財団セミナ 

ーがアイクロスにて行われ、会長、幹事、吉

田成江会員、竹澤会員で出席しました。詳細

は委員会報告にて吉田成江会員から説明して

いただきます。 

・7/2７（水）建長寺にてエール大学男声合唱 

 団のコンサートがあります。 

 皆様ご参加の際は幹事まで連絡願います。 

・7/30（土）遊行の盆に出す第三グループの 

 蓮を行います。先頭でプラカードを持ちます 

 ので、皆様当日藤沢来られる際はご覧下さい。 

 暑い中、いろいろとイベントが続きますが、 

皆様体調管理の上、よろしくお願い致します。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・7/3１（日）先程会長から案内のあった遊行 

の盆パレードの翌日藤沢駅北口サンパール広 

場にてEND POLIO NOWキャンペーンを行 

います。石田会長、林幹事、水川会員、吉田 

新一会員、竹澤会員、で参加します。当クラ 

ブが設営の担当及びに全体の幹事クラブにも 

なっていますのでご参加の方は当日9:40迄 

に現地集合願います。

もし、追加で来ていただける方がいらっしゃった 

ら当日でも良いのでよろしくお願い致します。 

・2780地区から地区ゴルフコンペの案内がきて 

 おります。 

 開催日時が９/26（月）朝8:00スタート 

場所はレイクウッドゴルフクラブです。 

 御興味ある方は幹事までご連絡願います。幹事の 

 方でとり纏めて地区へ届けます。 

・9/13（火）藤東会のコンペを開催する予定です。 

場所は湘南シーサイドカントリー倶楽部です。後 

程 FAX等でご連絡しますので、ご参加の方は回 

答を幹事宛てでお願いします。纏めます。 

・本日例会後に臨時の理事会を行います。内容は事 

務局の応募があったのでその検討と労働条件の 

確認等でございます。よろしくお願いします。 

-委員会報告- 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

・吉田成江会員より、先週7/16（土）に行われた 

R財団に参加した内容の説明です。初めてこのセ 

 ミナーに出席しました。財団へ各クラブから寄付 

 をお願いするという内容です。200ドル/一人で 

すが、2,000/一人からでも良いのでクラブ全員 

で御寄付をお願いしたい、とのことでした。 

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

・田島透第3グループガバナー補佐の挨拶。 

・鈴木和夫会員より、エール大学男声合唱団の説明 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  吉田新一会員

配偶者誕生日 なし

-卓話- 

「イニシエーションスピーチ」 徳山秀秋 会員

点鐘 

閉会

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

７月 5日 ３５（３２） ２４ ８ ７５.００.   ７５.００  

７月１９日 ３５（３０） １８ １１ ６０.００   
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クリスタルホテル５Ｆ「ボンヌシャンス」 



-スマイル-   田中繁クラブ管理運営委員長

【田島透第3グループAG】 

いつも大変お世話になっております。今年度ガバ

ナー補佐を務めております田島です。来週ガバナ

ー補佐公式訪問にまいります。よろしくお願いし

ます。

【茅ヶ崎RC 杉本行廣様】 

貴クラブがグランドホテルから変更してから初

のメーキャップです。お世話になります。直前年

度は田中PGをお引き立ていたゞきありがとうご

ざいました。 

【石田能治会長】 

徳山様。本日の卓話楽しみにして居ります。 

田島AGようこそ。よろしくお願い致します。 

【林葉之幹事】 

徳山会員。本日のイニシエーションスピーチ楽し

みにしています。田島ガバナー補佐ようこそ！！ 

【加藤信忠会員】 

田島ガバナー補佐いらっしゃい。お忙しいところ

有難う。宜しくご指導下さい。 

【田中繁会員】 

徳山秀秋様、本日のイニシエーションスピーチ楽

しみにしております。姪が貴社にお世話になって

おります。かわいがってやって下さい。田島AG,

茅ヶ崎RC杉本様、東京南RC中野様、ようこそ 

【山口俊明会員】 

徳山さん、イニシエーションスピーチよろしくお

願い致します。楽しみにしていました。 

【吉田新一会員】 

誕生日祝いありがとうございます。徳山様。本日

のイニシエーションスピーチ楽しみにしており

ます。東京南RC中野様、茅ヶ崎RC杉本様、田

島AG本日はようこそいらっしゃいました。宜し

くお願い致します。 

【大坪加寿子会員】 

徳山さん、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ております。田島AG、杉本様、中野様ようこそ

おいで下さいました。 

【竹澤禎浩会員】 

徳山さん、本日の卓話楽しみにしております。 

田島AG、杉本様、中野様本日は宜しくお願いし

ます。 

委員会報告   吉田成江職業奉仕委員長 

第 3グループガバナー補佐 田島透様 挨拶 

今年度第 3 グループガバナー補佐を仰せつか

っております、田島でございます。本来ですと、

来週の今日（火曜日）にガバナー補佐公式訪問が

控えてますので、その時にいろいろとまたお話で

きれば、と思っております。今日は新年度に入り

ましての御挨拶ということで御邪魔しました。い

つもいつも大変お世話になっております。本年度

どうぞよろしくお願い致します。 

エール大学男声合唱団について 鈴木和夫会員 

過去に 10 年以上湘南マラソンを支援してい

たんですが、警備等非常に大変なイベントであっ

たために、国際マラソンになった際に、止めまし

た。代わりに会長幹事会で、南クラブと北クラブ

の提唱でエール大学のコンサートが良いのでロ

ータリークラブ主催で行おうといのが経緯です。 



当初は藤沢市民会館大ホールデ 1000 人規模

でやっていました。その時は休み時間に POLIO

のビデオを流したりしました。「ロータリー活動

はこういうこともやっているんだ」と見られた方

は大変驚いておりました。ロータリー活動をアピ

ールするためにも続けるべきだ、との思いでその

後も続けています。 

その後建長寺になったのは何故か、というのは

震災を機に、ボランティアでやっていることで耐

震設計でない市民会館では震災がきたら危険だ

から止めよう、ということで、その際に鎌倉支部

の関係で 5 年前は鎌倉大仏の前で行った。その

際ニュージランドで火山の爆発で予定日に間に

合わなかった。その時、イベント開催の大変さ、

特に中止することの難しさを体験した。 

チケットの売り先がどこにいったか分からない

ため、結果的に数十人どうしても購入者不明で、

大仏の前で当日頭を下げっぱなしで対応しまし

た。3日後に来れることになり、やって貰うこと

にした。その際、大仏の前なのでNHKの朝の番

組を呼ぶことにしたんですが、それも３日ずらし

て頂いて、サンデーモーンングで30秒間取り扱

って頂きました。 

 やり続けることの大変さがあるのですが、ロー

タリーの皆さん特に東クラブは 10 時前から畳

の会場に椅子を並べたり会場設営にご協力して

頂いてなんとか続いています。 

一度はロータリーの雑誌にも掲載されました。 

 あとは、今回は第 3 グループ纏めて協賛金を

頂いているので、きちんと決算書を出そうとうい

うことで、４年分の決算書を出すことになりまし

た。内容的には、開催資金的には全体で60万円

から70万円余かかります。 エール大学の出演

学生は毎年オーディションで 14 名選ばれて来

日します。交通費はエール大学が負担します。宿

泊はホームステイです。 大体２２０名お客さん

はくるのですが、サ－ビスけんだったりで１２万

円のチケット収入になります。個人の協賛金など

で収入は合わせて６０万円余になります。

費用面では、建長寺では30万円/１回のところ、

頼み込んで１０万円でお願いしていました。ま

た、懇親会では１５万円から２０万円になります

が、国際交流なので欠かせません。 

 ぜひ、みなさんも交流会等へ参加して頂きたい

と思います。 

-委員会報告-

出席報告  出席委員会 狩野会員 

「本日も暑いなか、出席率が伸びません。皆さん

お互いに声をかけ合ってご出席願います。」 

会員誕生日   山口会長エレクト＆石田会長 

会員誕生日   吉田新一会員＆石田会長 



-卓話- 「イニシエーションスピーチ」 

           徳山秀秋会員 

皆さん、こんにちは。丁度今地震がありまし

て、地震で思い出すのは5年前の3.11を思い

出しますが、その時私は東京ドームの前を車で

走っていまして、その後会社で全員で宿泊した

大変な時期を思い出しました。今日の卓話の話

しですが、拙い話ではありますが少し聞いてい

ただければ、と思います。 

現在、私は55歳になります。昭和36年の

1月 3日生まれです。丑年です。生まれたのは

山口県の徳佐（皆様ご存じないかも知れません

が）…丁度「新山口」から「津和野」へ行く山

口線の津和野の手前にあるのですが、そこで

10 歳まで住んでおりました。そこは青りんご

が特産品で有名です。     Google map

その後10歳から広島県の徳山に36歳まで

住んでおりました。その時に、縁があって日本

生命に入社致しました。その後広島市に転勤で

10 年、住んでおりました。広島市勤務の最後

の頃は、平和公園の原爆ドームまで 100m く

らいの所で勤務をしておりました。 

その後、東京に7年-日本橋で3年、文京区

に4年ほど、勤務しておりました。その後、今

年の 3 月まで北九州の小倉に住んでおりまし

た。今現在は南藤沢に居住をさせて頂いており

ます。家族は現在東京にいるかたちです。 

趣味は読書です。好きな作家は東野圭吾で、

良く読んでおります。それからゴルフも少しだ

け嗜みます。今度の9月13日のコンペに参加

させて頂きたいと思います。それから、スポー 

ツ観戦（TV が多いです）が好きです。スポーツ

歴は、軟式テニスをかじったのと、ラグビーを昔

やっておりました。最近では皆様記憶に新しいと

ころで、ラグビーのワールドカップで 3勝しなが

ら予選敗退の結果でした。その時に世界第 3位の

南アフリカと対戦して勝利を飾ったんですが、そ

の時の模様は今でも VTR を見る度に、感動し少

し涙が溢れてくるような日もありました。 

それから、周りの人から言わせますと「徳山さ

ん転勤で大変だな」と言われますが、引っ越しと

かいろいろ大変なことも確かにありますが、その

都度おいしいものに巡り合えたり、その土地の人

情にふれることもできて、転勤もなかなかおつな

もので楽しいかな、と思ったりします 

また、今回は藤沢東ロータリークラブの方にこの

６月から仲間入りをさせて頂いて、会社では経験

できないことを体験できるかな、と楽しみにして

おります。 

 転勤先で一番長く住んでいた広島についてです

が、皆様思い浮かべるものは、プロ野球の広島カ

ープがあります。最近非常に強くて昨日も勝ちま

して、皆さんの中にも巨人ファンがいるかと思い

ますが、2位の巨人に10ゲームの差をつけて25

年振りの優勝も見える状態です。一説によります

と『神っている』という言葉が今年非常に流行っ

ているのは、広島カープが前半リードを許してい

ても後半に逆転しする、こういった神がかり的な

野球をするということから『神っている』という

言葉が流行っているそうです。 

あと広島というと、皆様もいろいろな食べ物を思

い浮かべるでしょう。私が一番美味しいと思った

のは先週の TV 番組で「秘密のケンミンショー」

という番組でも取り上げられていましたが、宮島

の『あなごめし』、特に「うえの」のあなごめしが

あります。ここの『あなごめし』が絶品です。 

瀬戸内で捕れるあなごを使って、ご飯は炊込みご

飯になっていてしかも中にあなごが 2重に入って

います。非常に美味しく好きな方は食べた上に帰 

全国駅弁第一位にもなったことのある『あなごめし弁当』の店です。 



りにお土産で買って帰って家でもう一度食べるほ

どです。あと牡蠣なども美味しいですが、私が特に

好きなものは、中区舟入幸町にある「きさく」の『汁

無たんたん麺』も美味しいです。病みつきになるく

らいの絶品です。 

http://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000159/

それからお好み焼きやもみじまんじゅうなどの

お菓子がありますが中でも私が一番好きなものは、

皆さんにお配りした「桐葉菓」（とうようか）です。 

私が広島で今まで食べたお菓子の中でベスト３に

入るお菓子です。食後のデザートとして召上がって

いただければと思い用意させて頂きました。これは

生地に餅粉を入れているものでなんか餅を食べて

いるような感覚で中に粒あん、こしあんが入ってい

るもので非常に美味しいお菓子です。

その後東京に７年間転勤しておりました。東京は

極端な話し、お金さえ出せば何でも食べたり遊べた

りするところです。日本橋時代は、江戸前の魚が美

味しかったと記憶しております。 

それから、小倉に２年間勤務させて頂きました。

この地は皆様ご存知のように門司港を隣に構えて

いる町です。最近は観光客が非常に多く、『門司港

レトロ』といわれる昔の小倉税関の建物などがその

まま残して観光地化しています。 

Google ストリートビュー「門司港レトロ」 

小倉市内で駅から歩いて 10 分位の所に「旦過

市場」（北九州の台所と言われる）という場所

があります。 

http://www.tangaichiba.jp/

朝採れのおさかなが売られていて、特に北は玄

界灘のさかなが豊富に食べられます。小倉名物

では、皆さんが一般的に味噌煮で召上がるサバ

を、糠炊きという料理があります。サバ、イワ

シ、アジなどを糠を使って炊込みます。これも

一風変わって美味な食べ方です。あと下関も近

いのでフグも安く食べることができます。また、

南には大分があるので、関サバが安く食べるこ

とができます。 

それから、藤沢に来まして、一番美味しいと

思ったのは「しらす」です。 

「観光かながわNOW」より



 「特定の場所に行って食べたら良いよ」とは聞

いたのですが、まだ忙しくてそこまでは行けませ

ん。そのあたりも転勤の楽しみであります。 

感動的なエピソード集を披露していただきました。 

 今は、日本生命にて湘南支社長をやらさせて頂

いております。オフィスはこの会場から歩いて

2、3 分のところにあります。支社長としてはい

ろいろな業務がありますが、一風変わったところ

では、先週このクリスタルホテル3Ｆにて「営業

職員を楽しませる」イベントがありまして、余興

で『パーフェクト・ヒューマン』（オリエンタル

ラジオ）を演じました。「忙中閑有り」ではござ

いませんが、当湘南支社では営業職員が 330 名

おります。その営業職員の労を労うという意味で

そのような催しを行ったりしています。 

 会社のことは「日本生命」ですので業務内容は

皆さまご存知のとおりでございますので、最後に 

お手許に配布した冊子の一説を紹介させて頂き

たいと思います。これは日本生命が出している冊

子ですが内容は生命保険協会に寄せられたエピ

ソードを抜粋して掲載させて頂いております。 

丁度、7 月 4 日が私ども日本生命の創業記念日

になりまして、127 歳の誕生日を迎えている訳

でございますが、生命保険の意義を分かっていた

だくために、このようなエピソード集「愛する人

のために」をだしております。 

開いて頂いて、右側の「Episode１」だけを披露

も兼ねてご紹介したいと思います。これは私も何

回読んでも最後にポロっとくるところがありま

す。最後に言葉が詰まりましたら御容赦願いま

す。 

『願いを短冊に』 

 私には四歳になる娘がいます。 

 その娘が最近、文字を教えてほしいとせがむので簡単 

なものを教えました。 

  それから何日かたったある日、娘の通う幼稚園の先生 

 から電話がありました。 

 先生は七夕に飾る短冊に願い事をみんなに書かせたら 

 私の娘は 

「いいこにしますから、おとうさんをかえしてください。」 

 と書いたそうです。 

  私は去年、交通事故で夫を亡くしています。 

  私はそれから、パートの仕事をはじめ、生活費の一部 

 に充てています。 

私の場合、夫が生命保険に入っていたので、なんとか 

生活できますが、もし、夫が生命保険に入っていなかっ 

たらと考えると、ぞっとします。 

 夫は私にお金のありがたみを教えてくれました。 

 私はパートの帰りに娘を迎えに幼稚園へ行きました。 

 そこには、先生の言っていた七夕飾りがありました。色 

 とりどりの短冊を笹の葉に結んである竹は短冊の重みで 

 しなっていました。 

  私は一番目立つところに、夕べ書いた短冊を結びつけ 

 ました。 

  「パパ、ありがとう。わたしもあいたい。」 

 【出典】「生命保険と私」エッセイ集：生命保険協会 

ご清聴ありがとうございました。 


