
第1971回例会 2017年4月25日（火）(天候) 晴れ №38 

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  

小山俊一 様（神奈川県造園業協会会長） 

ゲスト紹介 なし 

ビジター  なし 

バナー交換報告 

塩釜東RC、大東RC、台北雙溪扶輪社、 

塩釜 RC（4/22土曜日塩釜東RCにて） 

台北スワンシーRC、塩釜東 RC、 大東 RC、  塩釜 RC

会食・懇談  

-会長報告-  

・4/22（土）に当クラブと友好クラブである

塩釜東RCと大東RCの友好クラブ締結式立

会に行ってきました。盛大な式典及び懇親会

でした。 

塩竃市長を始め、98歳の菅野元RI 理事の挨

拶もあり、素晴らしい式典でした。台湾から

同じ立会人として台北スワンシーRCもきて

夫々バナー交換をして参りました。 

詳しくは、来月の梶浦社会奉仕委員長の卓話

にて報告説明があります。 

・本日もよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・先に送付した5月の例会スケージュールの訂 

正を致します。5/9（火）は「クラブフォー 

 ラム」ではなく、正しくは「クラブ協議会」

です。次年度山口年度の方針等の協議会です。 

・尚 6/20（火）は今年度のクラブ協議会です。 

・1/31卓話に来て頂いた福本さんの養護施設 

 「あすなろステーション」の方を一人弊社に

て雇用する手配をしていること報告します。 

・例会変更が届いています。 

 大和 RC 5/2(火) 取止め例会 

 5/9(火)5/28(日)家族会に振替の為休会 

-委員会報告- 

・合同親睦会について水川親睦委員長 

・出席報告     狩野出席副委員長 

・スマイル報告   村木委員長 

・友好クラブ塩釜東RCと大東RCの友好クラ 

 ブ締結式立会報告田中繁ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし

配偶者誕生日 なし

-卓話- 

「私の活動について」 

 小山俊一様（神奈川県造園業協会会長） 

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 

４月１１日 ３３（３１） ２１   １０ ６７.７４  ４ ８０.６５ 

４月２５日 ３３（３２） ２３  ９ ７１.８８   
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-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【小山俊一 様 】 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

【石田能治 会長】 

小山様、本日の卓話楽しみにして居ります。よろ

しく、お願い致します。 

【林葉之 幹事】 

小山様、本日はお忙しい中当クラブへお越しいた

だき、ありがとうございます。卓話、楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。 

【須藤修司 会員】 

小山さん、 ようこそ藤沢東ロータリークラブにい

らっしゃいました。ありがとうございます。 

【入澤初子 会員】 

御多忙の処、小山様には卓話にお越し頂き、あり

がとうございます。 

【吉田新一 会員】 

小山様、本日の卓話よろしくお願いします。 

-委員会報告- 

塩釜東 RCと大東 RC友好クラブ締結式について 

田中繁クラブ管理運営委員長 

「石田会長が都合により式典のみの参加でした

が、当クラブより６名が参加しました。式典に先

立ち当日朝 10 時から塩竈市長の表敬訪問から始

まり、台北スワンシーRC 寄贈の「なのはな丸」

試乗によりうらと諸島・野々島へ渡り「菜の花プ

ロジェクト」の視察やその後祭り前日の塩竃神社

参拝など行われたことを報告します。なお、挨拶

は山口会長エレクトが代行しました。」 

合同親睦会開催について 水川親睦委員長 

「先週もご案内しました 5/19 金に藤沢８ク

ラブの合同親睦会を開催致します。まだ参加で

きますのでご連絡をお待ちしております。」 

【コメント】 

「石田会長杯のゴルフ当日は、珍しく晴天に恵

まれ、そして強風のもと楽しく開催 されまし

た。新ペリア方式（上限無し）で腕を競いまし

たが、優勝は実力通りの飯森会員でした。 

おめでとうございます。」（片岡会員） 

第 15回 藤東会ゴルフコンペ報告 

場所：湘南シーサイドCC  4/19（水） 

出席報告： 

狩野副委員長 



して、まず触れたいと思います。 

第33回全国都市緑化フェアが横浜で行われて

います。3 月 25 日から 6 月 4 日まで７２日

間開催させて頂いてます。土日等は多くの人で

賑っております。私も実行委員として目標来場

者 500 万人を目指しております。私がこの数

字の根拠を問正したところ、5年前の東京開催

時の横滑り的な数字を掲げたものであるとの

こと。また、行政上年度を跨っての初めての開

催です。1日7万人を目指しております。 

 パンフレットをみて頂くように、「Garden 

Necklace」（ガーデンネックレス）というフ

レーズの通りどこから見ても楽しめる構成に

なっております。会場が「みなとガーデン」と

「里山ガーデン」の２大会場で行われています 

         ・ 

 2 番目はお話しですが、昨今は福祉事業など

を始め人材難でございますが、それに対処すべ

く神奈川県立西部総合職業技術校（かなテク）

の西部職業能力開発推進協議会の副会長もや

らせて頂いております。ぜひこれもみなさんに

ご紹介したいと思います。 

 5 年前に今まで横浜、川崎等にあったものが

東部校となり、小田原、平塚、秦野、藤沢が統

合されて西部校と２校になりました。 

環境も良く、私も庭園エクステリアコースの授

業を受け持っております。 

また学校はコースが１５コースもあります。 

例えば、介護の分野については当初２００弱の

会員から５年後の今３００社に増えています。 

建設、介護、社会奉仕の方々には是非会員登録

をして頂き、社員教育や採用に利用して頂きた

いと思います。 

一般的に「推進協」と言われている中で、昨年

の講演内容をご紹介します。芸者さんの教育に

ついてありました。非常に苦労されています。

最近は本来の芸者さんの仕事をしたいのでは

なく、芸者さんの格好をしてみたい、着物をき 

-卓話者紹介- 

     入澤プログラム委員長 

「小山さんは茅ヶ崎市のやまなか園建設という造

園業を運営されていて、神奈川県造園業協会の会長

を務めております。また、社会福祉法人ひざしの丘

後援会などの奉仕活動や茅ヶ崎市小学校区青少年

推進協議会評議員や神奈川県立西部総合職業技術

校（かなテク）秦野などの教育関係の活動にも参画

されています。」 

こんにちは。ただいまご紹介頂きました小山でご

ざいます。ご紹介頂いた入澤さんには公私共にお世

話になっております。また受付でお会いした須藤さ

んにもお世話になっております。本日は拙い話しで

恐縮ですが、よろしくお願いします。 

          ・ 

今日は日ごろ私が行っていることを話をしたい

と思います。茅ヶ崎で造園業をやっております。私

の場合は好きで造園業を始めました。３０歳の時に

家庭の事情もあり、この仕事を始めました。 

現在、神奈川県造園業協会の会長を務めており、今

日はみなさんにぜひ宣伝をしたいことがございま

卓話「私の活動について」 

 小山俊一様（神奈川県造園業協会会長） 



てみたいという「遊び」感覚で入ってくる娘が多

い。足袋、着物を置屋さんで負担するのですが、

挨拶の仕方など基本的な教育期間３日にうちに止

めてしまう人が多いそうです。踊り等の習い事は

３年必要ですが、その間辛抱できない。という状

況があるとの講演もありました。年間５千円の会

費で、いろいろな話を聞けます。検討願います。 

         ・ 

 ３番目の社会福祉法人「ひざしの丘後援会」の

話です。最初の頃は私の子供にも障害者がいると

思われていました。ちょっと土地が余っていたの

でプレハブ施設を建てて「学童クラブ」として提

供していました。その２階が開いていたので、障

害者用に貸したのが始まりです。 

ちょっと２階にお邪魔していろいろな話を聞かせ

て頂いたときに障害者のお子さんが何度もお茶を

入れては私のところに持ってくる。その家族の温

かさが身に染みました。その子を中心に家族が成

り立っているような感じでした。その後、 

そのような施設を建てるために、土地がなく土地

探しで年程かかりました。やっと土地が見つかっ

て周辺住民の説明会を開催すると非難ごうごうで

殆どの方が反対されました。静かな場所にそのよ

うな施設を持ってこられると困ると白紙撤回の運

動が起きました。私の親戚がおりましたので、一

番反対していた従兄弟と喧嘩状況でした。茅ヶ崎

市も応援しますとのことでしたが、「嫌だ」とい

う感場は非常に難しい問題でした。 

個別訪問を繰り返し、１件ずつ協力をして頂けま

した。そしていざ建てようとした際に、神主さん

も同情してもらいました。 

建設した後も問題でした。理事長は事情により奥

さんがなっておりました。その後協力する政治家

が大勢でてきた。多くの政治家が名を連ねたので、

私は役員を退任しました。 

その後、風の便りにとの施設が使途不明金により 

運営がおかしくなった、と聞きました。県の

監査を受けたら出鱈目な状態で潰れるか辞

めさせるかの状態でした。１０年目に名前を

変えないとできないということで、「ひざし

の丘」にかわりました。そして新しい理事長

が訪ねて来て後援会を造ると一般の方の支

援が受けられる。何とか支援して欲しいとの

要請で、後援会を始めて１４年目になりま

す。 

入所施設については20人以上が入所施設と

して認められ補助金が発生する。 

グループホームを造るにあたって、後援会 

の目的としては建設資金の援助としたい、い

うことに決めました。 

手弁当で売店を作り、収益が上がるようにし

て昨年準備資金として９００万円を準備金

として積み立てることができました。昨年の

イベントのときにお渡しをしました。 

そこで私の仕事としては達成できた。 

その準備金を積み立てるために講演会を開

催してきました。 

平成１６年１０月北原照久氏の鑑定とお話 

平成１７年１０月黒澤映画を語る 

・・・ 

平成２８年１２月二宮金次郎７代目子孫 

中桐万里子氏「金次郎とっておきの教え」等 

粗満席の４００人の方々が聴講されました。 

 また、施設には最年長は５３歳の方も入居

されており、その親御さんは８０歳代で自分

の事で精一杯な状態なもあったり課題です。 

         ・ 

茅ヶ崎市の小学校区の青少年推進協議会評

議員も務めております。 

時間がまいりました。 

御清聴ありがとうございました！ 

会場：クリスタルホテル５Ｆ「ボンヌシャンス」


