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2015 年 2 月 26 日
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日 18:30
第 5 木曜日 18:00
例会場：「湘南 OVA」(3 月迄)
横須賀市湘南国際村 1-2
TEL：046-857-3001
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

会 長◆藤吉一哉
会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦
副会長◆三宅 譲
幹 事◆葉山太一
大野宏一
ＳＡＡ◆山本由夫
会 計◆市川 浩
直前会長◆石田 隆
会報委員長◇宝子山泰久

本日の進行（12：30）
「 ＭＬＢ について 」
十原 啓志郎 様
―次回のお知らせ―
3 月 5 日（木） （12：30） （11：30理事会）
「 お好み焼きの歴史 」
鴨嶋 潤 様(鴨ん家ｵｰﾅｰｼｪﾌ)
E-mail:

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/

─ 2562 回 例会記録

藤 吉 会 長 の 時 間

2015 年 2 月 19 日 ─
大野幹事 報告 ・週報：鎌倉中央・鎌倉大船各ＲＣ

湘南 OVA での初めての夜間例会ですが、
本年は、アットホームな手作り感のある例

・ガバナー月信 2 月号

・長柄桜山古墳たより

・次年度指導者に向けた公共イメージセミナー開催案内
3/17(火)14:30～アイクロス湘南 6 階

会となっています。逗子からの送迎バスの
ご案内がきちんと伝わっていなかったり、

２月誕生・結婚記念日のお祝い

長柄トンネルが混むこともありご迷惑をお
掛けしていますが、時間の経過とともに上

本人：毛利武信、鈴木安之、橘

匂坂祐二、寺嶋正彦、横山

手くいくのではないかと思います。皆様の
ご協力に感謝しております。過日、2/14 の披露山下草刈りに

克己、山科

誠、大野宏一、

健

奥様：矢部一美(房男)、臼井タミ(浩)
（敬称略）

はご協力いただき、豚汁、おにぎり、唐揚などで少々早い梅の
花を楽しみました。大事な事業を行う事が出来たと思います。

例会で

2/17 の会長・幹事会では、地区からの要請のロータリーデ
ィの実施について検討した結果、第 2 グループの 5 クラブは
3.11ALL 逗子ムーブメント協議会に参加することになりました。

剪定作業のご案内（三宅会員より）

3/4 披露山果樹園の垣根(つつじ)等の剪定を実施
逗子市緑政課、草刈り・剪定をしているボランティア団体と共
同で、果樹園の可視化をめざし、剪定を実施する。会員の多数
の参加をお願いしたい。出欠表を回覧中。

3/4(水) 8:45 現地集合

作業は 2 時間ほど

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３４．０００

北島君…本日のスピーチよろしくお願いします。
藤吉君、大野君、鈴木(久)君、山口君、松井君、三宅君、岡本

ひと言

毛利会員： 明日、90 歳になります。まだ仕事をしているのが
楽しい日々です。
大野会員： 申年、来年は年男。申年は器用で損をすると言
われています。三宅会員とは一回り（12 才）違います。
横山会員： 50 才、半世紀生きさせて頂きました。自分にお祝
いをしたい。
矢部(房)会員： 2/8 は家内の誕生日です。2/14 披露山の草
刈り・梅見の会にご参加有難うございました。
安藤会員： ＮＨＫの番組に関連してパラオのペリリュー島に
戦跡を見に行ってきました。ものすごい経験をしました。

累計 ￥１.３０９．０００

毛利君…欠席が続き申訳ありません。ロータリーが嫌いになっ
たのではありません。

君、森澤君…北島会員、スピーチよろしくお願いします。

横山君…50 才になりました。

矢部(光)君…北島会員、大いにロータリーを楽しんで！スピー

村松君…三寒四温、日々暖かくなりそうです。卓話楽しみ。

チ、楽しみです。
矢部(房)君…妻の誕生祝を頂戴しました。梅林の草刈り有難う

草柳君…庭の梅一輪咲きました。北島さん期待しています。
宝子山君…21 日のＩ.Ｍ．服部・長野会員のｽﾋﾟｰﾁ楽しみですね。

ございます。北島会員、イニシェーションスピーチよろ

安藤君…古ごけに

戦跡しのぶ

ペリリュー島。

しくお願いします。

桐田君…連夜の酒で、今日は控えます。

私は、１９４８年 5 人兄弟の末っ子とし

は取得した。就職は５月に学校推薦で NCR に内定した。内定後

て福岡県大川市に生まれた。戦後のベビー

は家庭教師や出光のバイトをした。バイトで東京に出張した際

ブーム世代で苦労もせず育った。大川市は

には当時流行していたフーテンも体験した。

久留米市の下流に位置し、筑後川沿いに木

社会人生活は東京でスタートし、実習で大阪勤務となった。

材運搬のいかだ集積地として町が形成さ

実習終了後東京へ戻ったが、当時の上司が明治大学ラクビー部

れ、木材家具が主要産業の町である。子供

出身だったこともあり相当体力的にも鍛えられた。中でもクラ

の頃の人口は５万１千人であったが現在では３万５千人である。

イアント担当者の自宅訪問の営業手法には心身的にも堪えた。

古賀政男が町の有名人であり、古賀政男記念大川音楽祭が毎

その後広島・四国へと転勤し、週末は上司宅でマージャンに興

年開催され、氷川きよしも歴代優勝者の 1 人であるそうだ。

じることも多かった。

幼いころは、家の中で遊ぶよりは外で三角ベース・野球をや

３１歳で、セコム東京本社に転職し、警備業務の経験がなか

っていた。当時「組」の繋りが今より強く近所付き合いは盛ん

ったため OJT で覚えた。３年後に山口県の赤字の営業所に配属

で、父兄の応援のもと、また、夏の暑いに日は冷たい飲み物欲

され、苦労したが、NCR 東京時代のなんでもやる営業経験のお

しさに夢中になって野球をした。

陰でﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ・飛込営業などやり営業所を立て直した。管理畑

中学に入ると、ソフトテニス部に所属し、姉が女性初の生徒

に移ってからは集金管理を担当した。さらに３年後、鳥取県に

会長であった影響からか、3 年生の時には部長も経験した。市

配属されたが営業所が少なかったこと・銀行の協力・過去の経

の個人・団体戦で優勝したが地区大会では破れてしまった。高

験などがあり比較的順調に仕事ができた。その後大阪を経て東

校に入ってもソフトテニスは続けた。高校へは６㎞の道のりを

京に戻り金融機関の無人化 ATM の警備・バンクセキュリティシ

通学したことを覚えている。

ステムの構築などに２０年にわたり携わった。

山口県の大学に入学し寮生活を始めた。当時学生運動が盛ん

現在は、腰痛でゴルフは辞めており趣味として横浜で詩吟を

で影響され、デモに参加したりしたがセクト争いに疑問を持ち

やっている。卓話の最後に小林一茶の俳句を披露したい。

次第に遠ざかっていった。大学２年より ECC の英会話を始め、

「うまそうな～雪がふんわり ふんわりと～雪が～ふんわり～

３年には ECC 副部長を経験した。４年になると、学校封鎖で授

ふんわり～と」

担当：岡本 久

業も少なくなったが、人のノートを写してとりあえず単位だけ

第 2563 回例会 【スピーカー】北島文之会員
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)
出席数 21 名

出席率 45.65% 前回修正出席率 65.22％

第２グループ Intercity Meeting 開催
2 月 21 日(土)13:30～

で地域奉仕を考える

ロフォス湘南にて開催。

主催者小島 AG・来賓の挨拶、新会員紹介など開会
式の後は、他クラブ会員が紹介する地域の魅力と
要望の Glocal プロジェクトを開始。
オリンピックで来日する外国人の視線で地域の魅
力を、逗子クラブは服部・長野・大野会員により

小島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

横山会員

新会員の紹介

大船地域を映像を交えて紹介。リサーチ後の提言
は各クラブとも意義深かった。(ホスト葉山 RC)

服部・長野・大野会員の発表

開会前の記念撮影

