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ロータリーソング「奉仕の理想」 

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：端山 創之 様 

（2780地区第 3G現年度ガバナー補佐/藤沢西RC） 

        山口 俊明 様 

（2780地区第3G次年度ガバナー補佐/藤沢東RC会長） 

 

≪会長報告≪会長報告≪会長報告≪会長報告・幹事報告・幹事報告・幹事報告・幹事報告≫≫≫≫    

 ・端山ガバナー補佐、山口次年度ガバナー補佐、ご

挨拶ありがとうございます。 

 ・今日は何の日 ミョウガの日 

 ・第 11回理事役員報告 

  1.牟田口会員異動に伴う幹事の再選 

   藤田会長エレクトが兼務  

野口会員、吉川会員が、副幹事としてサポート 

  2.杉原会員の職業分類変更を承認 

  3.藤沢北口サンパール広場新設時計塔への寄付 

   の件  会員 1 人、1 万円のご寄付をいただく 

   事で承認（詳細は次年度） 

 

   4.ホテル下半期謝礼の件 承認 

   その他として、インターアクトに関する基準を

決める。継続審議とする。 

  ・米山学友会クリーンキャンペーンのお知らせ 

   藤沢クラブより、小河カウンセラーと奨学生ウ

ン，チェン キンさんが参加親しますが、他に

も会員ご家族、以前の学友をご存知の方は、ご

参加くださいと地区より連絡がありました。 

   

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  端山 創之 様（現年度ガバナー補佐/藤沢西 RC）  

   一年間大変お世話になりました。楽しい中にも 

   風格と威厳の有るクラブ、益々のご繁栄をお祈 

   りいたします。 

   次年度は山口ガバナー補佐をよろしくお願い 

   致します。 

  山口 俊明 様（次年度ガバナー補佐/藤沢東 RC） 

   次年度ガバナー補佐を勤めさせていただきま 

   す。藤沢東 RC 山口俊明でございます。 

   どうぞよろしくお願い致します。 

    

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３０日 ４５（４５）名  ３０名 １５名 ６６．６７％ ２名  ３２名 ７１．１１％ 

６月１３日 ４５（４５）名  ３３名  １２名 ７３．３３％       
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第 2780 地区 

ガバナー   大谷新一郎 

第 3 グループガバナー補佐 端山創之 



  川上 彰久 会長 

   端山ガバナー補佐、山口次年度ガバナー補佐 

ようこそ!! 

泉副会長 卓話よろしくお願いいたします。 

  安藤 孝光 会員 

   泉さん 卓話よろしく。 

私用が有り早退いたします。 

  今井 重信 会員 

   泉さん 本日の卓話 楽しみにしています。 

  泉 信子 会員 

   端山様、山口様、ようこそいらっしゃいました。 

   本日は3回目のイニシエーションスピーチです。 

   お時間をいただき有りがとうございます、 

  田中 正明 会員 

   端山ガバナー補佐、次年度山口さん 本日は当 

   クラブへようこそ。 

   泉さんの卓話しばらく振りに聞けます。 

良い話を楽しみにしております。 

  片桐 輝久 会員 

   泉さん本日の卓話 大変楽しみにしています。 

  瀧澤 秀俊 会員 

   泉さん！ 卓話楽しみです!! 

   端山さん 1年間お疲れ様でした！ 

   山口さん がんばってください！ 

  椋梨 兼彰 会員 

   端山様、山口様 ようこそ。 

  大小原 徹 会員 

   端山AG、山口AGEようこそお越し下さいました。 

   泉さん、卓話ありがとうございます。 

楽しみです。 

  牟田口 新一郎 会員 

   泉様、本日の卓話たのしみにしております。 

   又、本日、最終となります。3 年間ですが、と

ても楽しかった思い出しかありません。 

皆様には感謝感謝です。 

本当にありがとうございました。 

  児玉 聡 会員 

   申し訳ありません。早退します。 

  小河 静雄 会員 

   ようこそ 端山さん 山口さん 

泉さん 卓話楽しみに指定ます。 

さようなら牟田口さん 

  星谷 けい子 会員 

   泉会員イニシエーションスピーチ楽しみで

す。 

  廣島 純 会員 

   泉様、卓話楽しみにしています。 

  岩崎 智子 会員 

   泉さん イニシエーションスピーチ楽しみ

にしております。 

 

 

≪卓話≫ 

        『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ 3333』』』』    

                    株式会社株式会社株式会社株式会社    湘風舎（湘南百撰）湘風舎（湘南百撰）湘風舎（湘南百撰）湘風舎（湘南百撰）    

                    代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    泉泉泉泉    信子信子信子信子    会員会員会員会員    

 

 

本日、3 回目のイニシエーションスピーチをさせて 

いただきます。 

北海道、函館の生まれです。 

母は秋田の半農半漁の娘、父の先祖は佐竹に仕えて 

おりました。父を 7 歳でなくし、大変寂しい思いを 

いたしましたが、母がたいへんしっかりしておりま 

した。一生懸命、料理屋をいたして、兄と妹 2人私 

を育ててくれました。母より、「あなたは大変丈夫  

でよろしい」と言われていました。兄は、戦死、妹

の一人は、肺結核で病死しております。 

浜松へ参りまして、小泉という料亭をいたしました。 

割烹旅館で、「一見さんお断り」という店でござい

ました。当時のロータリーの方々にも大勢お越しい

ただきました。立派な方ばかりで、母は、掛け軸ひ

とつ、打ち水ひとつにも気を遣いました。ロータリ

ーとは恐ろしいところだと思っていおりましたが、

おかげ様で、財界の名士の方々にご利用いただきま



した。当時東京、大阪間を移動するのに長時間かか

ったため、前後日、浜松で一泊されてビジネスに向

かうという時代でございました。 

高名な弁護士のお屋敷で、園遊会のような会が開か

れる場所へ松花堂弁当をお届けに行くことがござ

いました。著名な作家や、文化人、財界人がお集ま

りになって、句会をなさっていらっしゃいました。 

その会にはいらっしゃいませんでしたが、当時、 

本田宗一郎さんは、客様で、私どもの小泉が重要な

お仕事の場となることがありました。やんちゃな方

で、「世界のホンダ」といわれるようになっても、

大恩ある方を生涯大切にするというすばらしい方

でした。 

本田宗一郎さんのアドバイスをいただいたことが

あり、息子も東京にきていたので、こちらでお店を 

出すことにいたしました。小泉や、他にもやってお

りました店も全て整理して、藤沢にやってまいりま

した。 

 

藤沢駅北口近くのビルで、４階で焼き鳥と釜飯のお

店、５階で喫茶店をやっていました。佐江衆一先生

を始め、多くの作家の方々がお越しくださいました。 

とてもうれしかったです。当時先生方も私も若かっ

たと思い出されます。 

湘南ホテルの池田さんにご推薦いただき、藤沢ロー

タリークラブに入会させていただき、25 年になり

ます。私が元気で頑張っていられます源は、本の制

作とロータリークラブであると思います。毎週 1

回、例会に出席するという緊張感と多くのことを 

皆様からご教授いただきました。 

本の制作では、NTT 主催のコンクールで賞をいただ 

いたこともございました。幸せな生涯であると思っ

ております。 

孫のような年齢の方々の中におりますが、これからも

ご指導、よろしくお願い申し上げます。 

 

川上会長より謝辞 

 

 

 

端山ガバナー補佐と山口次年度ガバナー補佐ご挨拶

にお越しくださいました。 

 

 

 

本日のお料理 


