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ロータリーソング「手に手つないで」 

「四つのテスト」  鈴木 隆一 会員 

 

≪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≫    

 卓話ゲスト： 萩原 浩一（DJ・HAGGY）様 

            （紹介者：川上 彰久会員） 

 ゲスト：野中 信広 様 

（みずほ証券藤沢支店長/三村会員ご後任） 

           （紹介者：田中 正明 会員） 

 ビジター：薗 信雄 様 （平塚湘南 RC） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日は地元のハギ―さんにお越しいただいており 

  まして、会場が一層にぎやかなように思います。 

  まん延防止条例を忘れてしまいそうです。早く、 

  日常が取り戻せます様願っております。 

  

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・各委員会委員長に下半期活動報告書の作成をお願  

  いしております。6 月 9 日までに事務局へお送 

り下さい。 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 5 月 28 日 廣島 純 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  結婚記念日 5月 25 日 勝又茂成 会員 

 

    

 

 

 

 

 

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 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

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１２日 ４３（４２）名 ２５名 １７名 ５９．５２％ ３名 ２８名 ６６．６７％ 

５月２６日 ４３(４２)名 ２４＋〔２〕名 １６名 ６１．９０％ 
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≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 野口 捷代 会長 

  湘南に朝がやってきましたのハギ―さん、今日は 

ようこそ。 

        卓話楽しみにしております。 

 泉 信子 会員 

  ハギ―さん、ようこそいらっしゃいました。 

  楽しみにしております。 

 田中 正明 会員 

  ハギ―さん、本日は当クラブへようこそ。 

  大変ご無沙汰しておりますが、お元気でご活躍 

の事何よりです。 

本日の卓話楽しみにしております。 

 川上 彰久 会員 

  ハギ―さん、と突然のオファーを快諾していただ

き、感謝です。 

  よろしくお願いいたします。 

 吉川 栄紀 会員 

  「藤沢ロータリークラブに ハギ―さんがやって

きました！」 

  ハギ―さん本日は、講義を聞く生徒のつもりで、 

真剣にお話を聞きたいと思いますので、よろしく

お願い致します。 

廣島 純 会員 

 今年で 61 才になります。お祝い、ありがとうご

ざいます。 

 鈴木 大次 会員 

  ハギ―さん、本日は楽しみに参りました。宜しく 

  お願い致します。 

 

 

エントランスホールのお花 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

   大貫 美則 会員 

 

2020 年の臨時国会で、菅首相が 2050 年カーボンニュ

ーラルを目指すという発言に関連して、自動車業界と

エネルギーについてお話いただきました。 

                                                            

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

「湘南地域でラジオ「湘南地域でラジオ「湘南地域でラジオ「湘南地域でラジオ&&&&テレビ出演して四半世テレビ出演して四半世テレビ出演して四半世テレビ出演して四半世

紀！地元への恩返し！」紀！地元への恩返し！」紀！地元への恩返し！」紀！地元への恩返し！」    

DJDJDJDJ・・・・HAGGYHAGGYHAGGYHAGGY    萩原萩原萩原萩原    浩一浩一浩一浩一    様様様様    

         （紹介者：川上 彰久 会員） 

 

DJ・HAGGY は、レディオ湘南モーニングワイド番組

（月曜日から金曜日まで、生放送)を、レディオ湘

南開局の１９９６年（平成８年)４月２８日日曜日

の翌日！４月２９日月曜日から、昨年２０２０年

（令和２年)３月３１日火曜日まで、約２４年間担

当しました。 

放送回数にして【６０５６回】です。 

約２４年、６０５６回、午前３時起床でした。 

開局して、約２年半は、毎週日曜日の朝のスポーツ

番組を生放送で担当しましたので、開局から約２年



半は、土曜日以外毎日午前３時起床で、徒歩で藤沢

駅北口「レディオ湘南遊行通りスタジオ」まで通い

ました！ 

日曜日のスポーツ番組生放送が終了してからは、江

ノ電始発で通いましたね！ 

それと、地元ケーブルテレビの「J：COM」ですが、

現在まで約２０年番組キャスター、レポーターなど

を担当しています。 

音楽番組、地域情報番組などいろいろなジャンルの

テレビ番組担当しています。 

現在は、毎週水曜日、木曜日、金曜日の【ジモト応

援！神奈川つながるニュース~湘南・小田原~】のキ

ャスターと、【DJ・HAGGY の大好き！湘南 PLUS➕】

を担当しています。 

もちろん他局でも番組担当して湘南を盛り上げて

います。 

ということで、地元のラジオ&テレビ番組出演して

２５年、四半世紀を越えました。 

なぜここまで、続いているかは、地元への恩返しな

んです。 

幼いころ、１才くらいから両親がいなく、茅ケ崎や

藤沢や東京などの親戚の家で育ちました。 

生まれてから、【ピンクはチャンス】のような人生

で、語りきれないほどの人生経験がありました。 

その壁を乗り越えることができたのは、親戚も含め

て、地元の皆様のおかげなんです。 

また、環境が良いこの湘南で、どうにか生きてこら

れたのは、地元のおかげなんです。 

茅ケ崎市立茅ケ崎小学校、茅ケ崎市立第一中学校を

卒業して、働きながら神奈川県立小田原城東高等学

校商業科卒業、家庭環境のことで、民間企業就職は

厳しいの学校から言われていたので、公務員試験を

受けて、地方公務員は落ちましたが、なぜか？国家

公務員に受かり厚生省関東甲信越地方医務局管内

の、精神科神経科の国立療養所、小児科の国立病院

に５年厚生事務官として働きながら、日本大学通信

教育部に通いました。 

そのあと、教員免許が取得でき、私立女子中学校高

等学校専任教員４年間、公立中学校の臨時教員（１

年ごと)、茅ヶ崎市２校、藤沢市３校を５年間、合

計９年間縁があり教員をしましたね。 

そのあとは、放送芸能業界にようやく働いていると

きに、レディオ湘南開局の話が！来ました！ 

レディオ湘南の株主に、文化放送と TOKYO  FM があ

り、「湘南に詳しく、２年後の神奈川国体で、藤沢

市と茅ヶ崎市は軟式野球の会場なので、ラジオで野

球実況できる人」を探していたところ！私に声がか

かり！ 

現在にいたります。 

小学校五年生で、夏休みで、京都で急性盲腸になり、

命が危ないと！ 

すぐに京都第二赤十字病院に８月１ヶ月入院にな

り、１０人の子供部屋で！完全に京都の子供になり

ましたよ！ 

やること無いので、ラジオを買ってもらい、関西弁

の、ラジオが楽しく、誰も気兼ね無くできる時間、

空間、世界なので！この業界を目指しました。 

いろいろな方々のおかげで、今があります。 

湘南地域の皆様に、感謝しています。 

こういう歴史が自分にあるので、とうしたら恩返し

できるかな？と反省しながら、地元への恩返しする

ように、頑張っています。 

親がなくても子は育つ！ 

血が繋がっていなくても、親戚なんです。 

皆様のおかげです。 

今、一番幸せを感じるのは、嫁さんのお父さんお母

さんに、「お父さん、お母さん」と言えることが幸

せなんです。 

あたりまえが一番の幸せなんです。 

これからも地元への恩返しを、して参ります。 

今後ともどうぞよろしく御指導くださいますよう

に、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

手作りのプロフィール、いただきました！ 



 

懐かしい、遊行通りのスタジオ！ 

放送最終日の様子。お花がいっぱいです！ 

 

 

川上会員より、DJ・HAGGY をご紹介 

 

 

野口会長より謝辞 

DJ・HAGGY と野口会長は古くからのお付き合いがあり、 

「お母様」と慕われておいでです。 

 

野中様、よろしくお願い致します。 

 

薗様、ようこそお越し下さいました。 

 

 

本日のお料理 

 


