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国歌「君が代」 

ロータリーソング「 我等の生業 」 

四つのテスト 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

  ビジター：堀 一久 様（東京 RC） 

       入澤 淑江様 

（藤沢南 RC/会長エレクト） 

 

≪クラブ創立≪クラブ創立≪クラブ創立≪クラブ創立 64646464 周年を祝って≫周年を祝って≫周年を祝って≫周年を祝って≫    

  乾杯  片桐 輝久 会員 

   皆様、こんにちは 

藤沢ロータリークラブ 64周年を迎えまして、 

   いろいろなことがありましたが、その歴史につ

いては、小島さんからお話いただきます。 

   クラブの益々の発展と、皆様のご多幸、ご健勝 

   をお祈りして、「乾杯」でご発声をお願いいた

します。      

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

５月２３日 ４５（４５）名   ３１名  １４名 ６８．８９％ ３名   ３４名 ７５．５６ ％ 

６月６日 ４５(４５)名   ３２名   １３名 ７１．１１％       
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第 3 グループガバナー補佐 端山創之 



≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

    ・本日、クラブ創立 64周年記念ということで、 

  片桐会員に乾杯のご発声をお願いいたしました。 

  片桐会員は、クラブ男性の中で最年長会員になり

ます。また、毎週例会でお世話になっております

湘南クリスタルホテルの相談役でもいらっしゃ

います。本日の卓話は、クラブ暦の長い小島会員

にお願いいたします。ゆっくりお話をうかがいた

いと思います。6 月で今年度最終というここで、 

  無事、大小原エレクトにバトンを渡せることにホ

ッとしつつ、さびしく思っています。 

 ・今日は何の日？ 

  アンガーマネージメントの日（怒りの感情は 6 秒

待つと修まる） 

  楽器の日（芸事、習い事は 6 歳の 6月 6日に始め

るとよいことから） 

  蛙の日、羊の日、ロールケーキの日など 

 ・5 月 26 日青少年交換学生のオリエンテーションが

あり、安部浩太郎君の発表を見てまいりました。 

 ・6月 4日次年度の会員増強セミナーが開催され、 

  大小原エレクト、吉川副幹事、星谷会員増強副委

員長がご出席くださいました。次年度よろしくお

願いいたします。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫ 

 ・本日、例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

  現・次年度の理事の方は、ご出席をお願いいたし

ます。 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 6月 1日  落合 洋司 会員 

 

 

                  

 

6 月 7日  田中 正明 会員 

 

     

6 月 7日  笛田 美佐子 会員 

 

                

6 月 8日  吉野 貴美 会員 

 

 

 

 



  結婚記念日 6月 8 日  市橋 康仁 会員 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

        堀 一久 様（東京 RC/新江ノ島水族館） 

   ４がつから杉本がお世話になっております。 

本日はメークアップに参りました。どうぞよろ

しくお願い致します。 

  川上 彰久 会長 

   藤沢ロータリークラブ 

創立記念日おめでとうございます！ 

藤沢南ロータリークラブ入澤会長エレクト、 

東京ロータリークラブ堀さん、ようこそ！ 

小島御大、卓話よろしくお願いします。 

  小島 正幹 会員 

   8 年前の卓話を繰り返します。大多数のメンバ

ーが知らないドロドロした裏話もありますが、 

   それは聞き流してください。 

  今井 重信 会員 

   小島さん、（うん）回目のイニシエーションス

ピーチ、楽しみにしています。 

  泉 信子 会員 

   堀様、ようこそ。 

   入澤様 ようこそ。 

   児島様、卓話とっても楽しみにして居ります。 

  田中 正明 会員 

   誕生日祝 有り難うございます。 

   創立記念日お目出度うございます。 

   小島会員の卓話又又楽しみです。 

   入澤さん、堀社長様、本日は当クラブにようこ

そ。 

  片桐 輝久 会員 

   創立記念日ですね。 

おめでとうございます。 

小島さん、卓話よろしくお願いいたします。 

  大野木 加代子 会員 

   創立記念日おめでとうございます。 

   小島さんよろしくお願い申し上げます。 

   堀社長さま、入澤さま、ようこそおいで下さい 

   ました。ありがとうございます。 

  落合 洋司 会員 

   藤沢ロータリークラブ創立 64 周年 おめでと

うございます。 

   伝統あるクラブに在籍させて頂き、色々勉強さ

せて頂き、感謝の気持ちで一杯です。 

   お誕生日のお祝いありがとうございます！！ 

   これからも伝統を引き継げる様に頑張ります。 

  大小原 徹 会員 

   堀さん、入澤さんようこそお越し下さいました。 

   創立記念の卓話とても楽しみです。（ヨイショ） 

  市橋 康仁 会員 

   結婚祝いありがとうございます。   

   24 回目になりました。 

  吉野 貴美 会員 

   お誕生日のお祝いありがとうございます。 

   小島様 楽しみにしています。 

  小河 静雄 会員 

   小島さん 卓話を楽しみにしています。 

  杉原 栄子  

   小島会員、卓話たのしみにしております。 

  星谷 けい子 会員 

   小島先輩、いろいろとご伝授下さい 

   人生のこと！ 

  笛田 美佐子 会員 

   お誕生日のお祝いいただきまして、ありがとう

ございます。 

   小島会員 楽しみにしております。 

  岩崎 智子 会員 

   小島大先輩のロータリーの昔話をとても楽し

みにしております。 

   いつも祖父の話をしていただき、ありがとうご

ざいます。 

 

 



≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

創立記念プログラム創立記念プログラム創立記念プログラム創立記念プログラム    

『ロータリー昔話』『ロータリー昔話』『ロータリー昔話』『ロータリー昔話』    

                小島建設株式会社小島建設株式会社小島建設株式会社小島建設株式会社    取締役取締役取締役取締役    

                        小小小小    島島島島    正正正正    幹幹幹幹    会員会員会員会員        

 

 

藤沢 RC の創立は、1953 年 6月 3 日です。 

創立会員は 27名、会長 杉山彰三氏、副会長 梶浦

浩二郎氏、幹事 永瀬博道氏、他の役員でした。尚、

当時は RI第 60 地区であり、ガバナーは宮脇富氏、ス

ポンサークラブは横浜 RC、特別代表は丹波恒夫氏で例

会場はみのる百貨店でした。藤沢 RC 設立の母体は、

みどり会という市内工業関係の人々と聞いています。

よって初代の杉山会長は日本精工の工場長でした。ち

なみに神奈川県内では、横浜、川崎、横須賀についで

4 番目のクラブとなります。物価の変動はありますが、

当時入会金は\10,000、年会費は\10,000 でした。 

1954 年 5月 2日、認証状伝達式を日本精工藤沢工場講

堂にて挙行、参加 35RC、招待者 21名、他クラブ会員

家族 213 名、当クラブ会員 27名、家族 31 名、計 292

名で、当時としてはかなりの大人数の式典だったと聞

いております。 

又、日本精工にメタセコイアの大木がありますが、こ

の催しの記念植樹だそうです。1961 年 6 月 1 日 東京

晴海にて、RIの国際大会が開催され、天皇・皇后両陛

下の御臨幸をあおぎ当クラブ会員家族 72 名 外国人 

7,533 名 国内 16,025 名、計 23,378 名の参加者でし

た。しばらくこの記録は破られないだろうと云われた

そうです。又、前日には国際親善の為、米国、カナダ、

スイス、タイ、ニュージーランドよりのロータリアン

及びその家族 19 名を我がクラブに招待、鎌倉観光及

び日本式歓迎夕食会も開催したそうです。 

仙台南RCとの姉妹クラブ関係は、第1回交歓会を1965

年 4月 10日 藤沢 RCがホストで江ノ島観光ホテルで

開催、第 2回を仙台南 RCのホストで那須高原ホテル

で、以後毎年つづいておりましたが、1986 年より隔年

と決めまして現在にいたっております。 

私の入会は 1969 年 1 月 22 日 小林高志 会長、米本 

隆吉 幹事の年でした。当時入会金\20,000、年会費

\60,000 でした。6月 18 日にはクラブ創立 15 周年の

記念式典が挙行されました。1970 年 10 月 13・14 日第

359 地区年次大会が入江直祐ガバナー主催のもと、現

天皇・皇后両陛下（皇太子殿下・同妃殿下）の御臨席

を仰ぎ藤沢RCをホストクラブとして開催されました。

私は総務の雑用係兼観光委員として色々準備、当日の

行事をこなしました。 

1971 年 7月より副幹事を、又 1972 年 7月より幹事を

委嘱されました。大事業の後遺症と云いますか、クラ

ブ内でいろいろありまして、1973 年 7月より次年度ク

ラブ会長に昇格しない副会長と云うことで1年間クラ

ブの副会長を務めました。 

 

1976年1月12日 藤沢市東RC設立の為、岩崎裕孝 特

別代表、山本政雄、大島完之、平川鉱四郎の氏と共に

拡大委員を任命され、以来岩崎さんより頭の山本、土

方の小島と云うコンビでクラブで何かあると必ずセ

ットで委員にさせられました。 

1975 年 細谷実氏がガバナーノミニーに決められま

した。1976 年 12 月 2 日山本政雄 地区幹事、小島 地

区副幹事と云う、又セットが決められました。 

正式の任期は 1977 年 7月～1978 年 6 月まででした。

1977 年 10 月 14・15 日 細谷年度の地区大会が藤沢市

民会館を主会場として開催されました。 

パーティー会場を米軍厚木基地にて、そしてアトラク

ションとして、ブルーインパルスを催す予定でしたが、



9 月に海軍戦闘機が戸塚区に墜落・数名の犠牲者が生

じた為、飛行自粛で中止となりました。そして軍用機

のパイロット席の見学、ヘリコプターの盆踊り、海上

からの救出等デモンストレーションになってしまい

ました。大変残念でした。 

1978 年 7月 地区副幹事任期終了後、ガバナー事務所

の残務整理と地区小委員長を務めていました。1978 年

の12月 1979～1980年の副会長に選出されましたが、

地区の小委員長と兼任でした。この品田年度は会長の

人柄か、穏やかな一年だったと思います。第 1回 RI

アジア地域大会がソウルにて開催され、会長、会員と

共に参加しました。唯一の不満は、クラブ会計を赤字

で申し送られたことでした。 

1979 年 12 月次年度会長に選出されましたが、クラブ

で一番若い為、副会長を長老の小林重男氏に幹事を松

村美規男氏に引き受けていただきました。小林先生年

度は、何も大きな行事はありませんからと。ところが

1981年1月に第5分区代理を委嘱されてしまいました。 

当時は慣例として分区代理の所属クラブが、インター

シティーゼネラルフォーラム（I.G.F）をホストする

ことになっていましたので、小林先生には、大変ご負

担をかけてしまいました。 

又、年会費の値上げも\180,000 から\220,000 に入会

金も\50,000 から\70,000 に値上げしました。依って

以後 3～4年はクラブ資金も 2 百万円くらいのゆとり

ができたと思います。 

大きな行事は特にありませんでしたが、10月 15 日に 

特別例会を開催、クラブ定款第 2 条、第 1節区域限界

の変更について、新しい区域限界を藤沢市全域とする

件を決定しました。 

またこの日、現名誉会員 山道パストガバナーが、新

会員として、入会しました。 

4 月 4・5日、春の京都親睦旅行を催しました。大塚会

員の肝いりで嵐山「錦」での昼食・歌舞練場にて「都

おどり」「京大和」にて親睦の宴、祇園芸妓の「手打

式」他、各名所の櫻を楽しみました。最初参加費 5 万

円、帰藤後、追加費用が 5 万円。今なら許されない事

ですが、私の若さゆえ、皆さん素直に払ってください

ました。 

年度末が近づくと、次年度の地区協議会等が色々開催

されますが、次年度のクラブ委員長として研修を受け

るべきですが、協議会のサブリーダーに任命されて各

クラブの出席者に講義する、妙な立場で困りました。 

その後も地区委員（特に米山奨学会関係を毎年委嘱さ

れたり、メルボルンで開催された RI 主催の太平洋地

域大会に出席、ソウルで開催された第 1回・第 3回日

韓親善会議の日本側副 S.A.A.とか地区に奉仕させら

れた私のロータリー人生です。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

創立 64 周年をお祝いして、シャンパンで乾杯 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 RC の堀様 いつもありがとうございます。 

 

藤沢南 RCの入澤会長エレクト 

 

 

お誕生日のお祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ホテルホールのお花 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 


