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本日の進行 (18：00)
国際奉仕フォーラム
於：海狼
―次回のお知らせ―
2 月 6 日 (12：30)
岩堀 恭一会員
「南アフリカとの経済文化交流」
E-mail:

会 長◆石田 隆
会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉
副会長◆村松邦彦
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会 計◆市川 浩
直前会長◆岩瀬浩人
会報委員長◇宝子山泰久

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：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-35
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/
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石田会長の時間
１月は、ロータリー理解推進月間です。会

倉商工会議所主催 由比ヶ浜に於いて開催される「鎌倉ビーチ

員にロータリーについて知識と理解を一層深めてもらい、同

フェスタ」に共同奉仕事業として参加、第 2 グループとして

時にロータリアン以外の一般の人にもロータリーのことをよ

ブースを設け、公共イメージ向上のための「エンドポリオ」

く知ってもらうための月間です。

の広報と募金・啓蒙活動をする事になりました。

1 月 21 日に第 7 回第 2 グループの会長幹事会を逗子で開催

クラブとしての下半期は、親睦活動に重点を置き 5 月頃に

いたしました。今年は、松井ガバナー補佐を中心に各クラブ

長野への会員親睦旅行を計画しています。多くの会員が参加

会長幹事が和気藹々としていて、大変賑やかな楽しい会長幹

できるようにバス旅行にして職場訪問も併せて移動例会とし、

事会になっています。今回の会合では第 2 グループが一つに

宿泊は、小海ﾘｿﾞｰﾄｼﾃｨｰ･ﾘｴｯｸｽﾎﾃﾙを考えています。

なって何か奉仕事業、親睦イベントを企画しようという案が
出て、実現する運びになりましたのでご紹介致します。
先ず 3 月 1 日(土)鎌倉パークホテルで開催される松井ガバ
ナー補佐主催 インターシティー ミーティングです。
トクラブは、鎌倉中央 RC。テーマは、
「語り合おう

また姉妹クラブ・京都紫野 RC をお誘いをして合同親睦旅
行を提案したいと考えています。実現できれば姉妹クラブ合
同例会、懇親会を催して友情をより深める場になります。

ホス

5 月 29 日(木)には、逗子海岸花火大会に合わせ家族例会を

ロータ

逗子開成海洋教育センターに於いて開催します。本来は社会

リー」
。ディスカッション形式ですが、本音で語り合える場に

奉仕フォーラムですが、家族例会として花火鑑賞をしながら

したいとの事です。

会員・家族の親睦を図りたいと計画しています。どうか楽し

次に第 2 グループの会員親睦を目的に鎌倉大船 RC 企画の

みにして下さい。

3 月 14 日(金) 鎌倉カントリー倶楽部での松井ガバナー補佐

我クラブ会員、ご家族の皆様には、下半期もロータリーを

を囲む親睦ゴルフ大会です。スタート時間：10:00～ 当クラ

知り、実践して楽しいロータリーライフをお送り頂けたらと

ブからは、2~3 組ご参加下さいとのことです。

願っています。ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

また、鎌倉 RC のホストによる 5 月 17/18 日(土・日) 鎌

第 18 回ずし中高生ディベート大会に協賛（金・銀・銅の入賞メダル）
1 月 26 日(日)10:00～逗子市役所に於いて開催。逗子市内中学校８ﾁｰﾑ８、高校は 3 ﾁｰﾑが
エントリー。優勝は沼間中 A ﾁｰﾑ、慶応義塾高校 A ﾁｰﾑ。石田会長よりメダルが授与された。

報

告

◆相澤ｶﾞﾊﾞﾅｰより「ﾛｰﾀﾘｰ創
立記念日に向けて」ﾒｯｾｰｼﾞ

中学生の部

論題「日本は消費税を廃止すべきである」是か非か。

◆東日本震災復興基金財

高校生の部

論題「日本は裁判員制度をなくすべきだ」是か非か。

務報告・1/1～2/28 ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ申請を受付ける
◆ 第 ２ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ Intercity
Meeting 開催

3/1 鎌

倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 13:30～
◆3/29・30 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ一泊研
修

七沢自然ふれあい

センターにて

＜辻

邦雄氏

プロフィール＞

松竹に入ってから、偶然バスの中で裕次郎さんと会った時、

・逗子小学校卒、横須賀高校中退後、

｢今度俺が主役をやるんだ｣と言っていたのが“狂った果実”

松竹演技研修生養成所５期生として

で、撮影現場にも行きました。

演技の基礎を勉強。

＜マネージャーへの道と裕次郎さんとの再会＞

・ホテルで修業の後、再び芸能界に進

私は、もともと実家のホテル業を継ぐ予定で、名古屋など

み、荒木一郎、藤岡琢也、他のマネー

で厳しいホテル修行をしていたのですが、そのホテルが東急

ジャーを経て、石原プロモーションに

に吸収されてしまったため、やむなく芸能事務所で荒木一郎

入社。石原裕次郎、浅丘ルリ子他のマ

のマネージャーを始めました。荒木一郎は、深夜ラジオで人

ネージャー、初代芸能部長として約７年間在籍。｢石原裕次

気が出た｢空に星があるように｣で日本レコード大賞新人賞

郎全国縦断リサイタル｣の舞台監督や、映画｢黒部の太陽｣の

を獲得し、日活映画とも契約を結んだので、私も日活で川地

製作スタッフとして参加。

君や裕次郎さんに会えました。

・音楽マネージャー、ディレクター修業の後、株式会社｢辻

あるとき日活の食堂で、裕次郎さんから｢石原プロを作っ

企画｣を設立。その後、フリーの映像プロデューサーとして、

たので、来い｣と言われ、そのまま虎ノ門のビルに行き、半

主にテレビ、雑誌、イベントの企画を行い現在に至る。

ば強制的に石原プロに入りました。

＜裕次郎さんの本質＞

＜ロータリークラブとの縁＞
平成８年には鈴木清次ガバナーの下、横浜県民ホールにて

裕次郎さんは 52 才で亡くなりましたが、その死は自殺に

神奈川・横浜の西洋文化を｢ジャズで綴る戦後 50 年史イン

等しいと思っています。大手術の後に酒を飲み過ぎたと聞き

横浜｣として地区大会を好評裏に企画しました。

ます。裕次郎さんの性格は真面目で純粋でした。私が山口洋

＜逗子との縁、裕次郎さんとの出会い＞

子さんと一緒に歌詞を作り、両名で作詞をクレジットしよう

逗子小学校卒業生の同期には東大卒が 10 人以上います。

としたら、裕次郎さんが烈火のごとく怒りました。プロの作

元逗子市議会議長の鈴木安之君、元川崎製鉄常務の五十嵐君、

詞家とアマを一緒にするなという、まさに真面目な一面でし

元奥住マネージメント研究所社長の小野原君、希有な俳優の

た。

川地民夫君など優秀な人材を輩出しています。

また、裕次郎さんは、寂しがり屋で照れ屋でした。礼儀正

小学校の時に川地君に連れられて、当時まだ県道が通って

しさも一級品で、銀座のクラブで政財界の方に会うと、例え

いなかった逗子海岸で、布きれのボールと竹のバットを使っ

酔ったお客さんでも｢兄がご迷惑をおかけしております。｣

て三角ベースをして遊んでいた時、石原裕次郎さんが砂浜で

と挨拶を欠かしませんでした。裕次郎さんが嫌い、という人

威張っていました。それが裕次郎さんとの出会いでした。そ

はおらず、皆から好かれていました。映画｢黒部の太陽｣の時

の後、裕次郎さんとバスケの話が切っ掛けで仲良くなり、家

でもギャラ不要と言って参加してくださる俳優さんが大勢

にも良く遊びに行きました。ただ、逗子の田越橋で裕次郎さ

いました。裕次郎さんの近くにいた者として、今後もできる

んが丹前を着て両脇にすごい美人を連れて歩いていたり、一

限り裕次郎さんの本質を語っていきたいと思います。

人で工事現場の兄ちゃんらをのした噂を聞いたり、近寄りが
たい存在でもありました。
担当：服部城太郎

■ニコニコＢＯＸ

本日合計 ￥３６．０００

石田君、岡本君、桐ケ谷君、市川君、毛利君、山科君、矢部
(房)君、服部君、長野君…辻邦雄様ようこそ。卓話よろしく
お願いします。

累計￥ １.２４７．０００

臼井君…アベノミクスでインフレを期待したら、インフルエ
ンザが流行りだしました。
岩瀬君…今年は新しい事業をおこします。

鈴木(安)君…辻君、卓話楽しみです。

川上君…何やら忙しくなりつつあります。

村松君…卓話楽しみ、裕次郎世代として。

桐田君…人出が足りず現場に出ています。足腰が強くなって

矢部(光)君、草柳君、田中君、松田君、宝子山君…裕次郎さ
んの話、楽しみです。
松井君…家内の誕生祝を頂いて。

飛距離が延びそうです。
山口君…良いお天気ですね。
村田君…梅一輪！

咲いたよ。

安藤君…新年会の多い 1 月よ、早く終われ。

【出席報告】会員数 49 名（出席免除 6 名）

出席数 26 名：出席率 55.32%

前回修正出席率 89.11％

