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１１月

２１日

天候 晴れ

・12 月 19 日の夜間例会・クリスマス家族会のゲス

岩崎 智子 会員

トに歌手の小室等さんとこむろゆいさんがお越
しくださいます。演奏の時間がございます。

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト：ウン，チェン

ご家族お誘いあわせて、ご出席下さい。

キンさん

（藤沢 RC 委嘱米山奨学生）
ビジター：中村 真一郎 様

≪幹事報告≫
・会員名簿作成の資料を配布しております。お返事

（綾瀬春日 RC）

がまだの方は、今週中にお願いいたします。
・R 財団・ポリオ寄付のご案内をメール、FAX でお

≪会長報告≫

知らせしています。年内中にお返事をお願いいた

・本日、次年度理事役員選考委員会が開催されまし
た。12 月 12 日の例会内の年次総会で、発表され
ます。

します。
・カンボシア募金の募金箱を回させていただきます。
先週、欠席の方、募金をお願いいたします。

・会長幹事会の報告
かながわ E クラブの原会長より、お知らせ。
E クラブは、パソコン、スマートフォンでメーク

≪委員会報告≫
・小河 親睦委員長

アップができますが、システムの不具合があり、

12 月 19 日、夜間例会・クリスマス家族会のご案

同一例会、過去の例会でメークアップが可能にな

内をお出しいたします。18 時よりクリスタルホテ

ってしまいます。通常の例会ではできないことで

で開催致します。ご家族そろって、ご出席下さい。

すので メークアップにはならないとご理解下
さい。

出席報告

・椋梨 会員
国際奉仕で来週、カンボジアにいきます。皆さん

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
１１月７日

４５（４５）名

２６名

１９名

５７．７８％

１１月２１日

４５(４５)名

２８名

１７名

６２．２２％

４名

３０名

６６．６７％

にお寄せいただいている募金は、半分は現地の方
たちの希望するものを購入し届け、半分は、現地

≪お祝い≫
会員誕生日 11 月 27 日 椋梨 兼彰 会員

の子供たちがから胡椒を購入するという支援を
することに使わせていただきます。

結婚記念日 11 月 22 日 藤田 浩二 会員
11 月 24 日 椋梨 兼彰 会員
綾瀬春日 RC よりお越しいただいた中村様よりご挨拶
いただきました。タイにも事業所をお持ちで、藤沢 RC
に隣の国マレーシアの留学生が所属していることに
親しみを感じるとお話いただきました。

≪スマイル報告≫
大小原 徹 会長
國分さん イニシエーションスピーチ楽しみ
先日、旭日小綬章の授賞なさった田島会員よりご挨拶

にしております。

いただきました。天皇陛下より、「わが国の国民のた

小島さん いつも沢山のポリオ募金ありがと

めに長年に亘って努力していただいた」とお言葉がご

うございます。

ざいましたことをお話下さいました。
「今回のことも、

椋梨 兼彰 会員

皆様のおかげ。これからも皆様のお役に立てるように、

綾瀬春日ロータリークラブ中村様、ウン，チェ

頑張ってまいります」とおっしゃって下さいました。

ン

キン君、ようこそ。

國分さん本日の卓話よろしくお願い致します。
川上 彰久 会員
國分さん イニシエーションスピーチ楽しみ
にしております！

藤田 浩二 会員

8 月の終わりに言ったのですが、エアコンがあり

結婚祝いありがとうございます。

ませんでした。心配になりましたが、窓を開ける

國分さん スピーチ楽しみにしています。

だけで涼しくすごせました。子どもが生まれるの

野口 捷代 会員

で、最後の夫婦水入らず、楽しませていただきま

國分社長 イニシエーションスピーチ楽しみ

した。大浴場は電気がなく、灯篭がおいてあり、

にしております。

浴槽は、木でできています。湯船の底には玉砂利

ウン，チェン キンさん、ようこそおいでくだ

が敷いてあり、下からお湯が沸いています。

さいました。

また行きたいと思いますが、他にもよい所があり

小河 静雄 会員

ましたら、教えてください。

國分さん スピーチ楽しみにしています。
廣島 純 会員
田島様、この度は叙勲おめでとうございます。

≪卓話≫

反田 純正 会員

『イニシエーションスピーチ』
國分さん イニシエーションスピーチ楽しみ
にしております！

株式会社ジェイコム湘南
代表取締役 國分 孝夫 会員

大沢 勝実 会員
本日は、早退します。
國分会員の卓話楽しみにしてましたのに残念
です。
國分 孝夫 会員
本日のイニシエーションスピーチお手柔らか
によろしくお願い致します。

≪小話 3 分間スピーチ≫
藤田 浩二 会員

1966 年 6 月生まれの丙午です。父も銀行員です。品川
で生まれ、父の転勤でいろいろなところに行きました。
千葉の船橋で暮らすようになり、県立船橋高校出身で
す。 す。大学は、早稲田大学の理工学部電子通信学科です。
小学校では野球、中学校では、柔道をやっていました。
現在、柔道自体はやっていませんが、今も受身が体に
残っているのか、転んでも怪我することはありません。
高校では、放送部でした。お昼の放送をやっていて、
在学中、船橋高校のお昼の放送でかける音楽の 7，8
ご趣味の温泉のお話をしていただきました。

割は、私の選んだロックなどの曲でした。大学では、

友人らと温泉に行きます。今年は、群馬県の法師温泉

テニスサークルを作りました。大学の公認サークルに

に行きました。昔、国鉄時代、高峰三枝子さんと上原

なって、2，3 年前まで 25～6 年間続いていました。そ

謙さんのフルムーンの CM で入られた温泉でした。明

の時の仲間との交流は、今も続いています。その当時

治の頃からの木造建築で、山の中に 1 軒だけあるよう

は感じませんでしたが、学生時代の友達は、ありがた

な温泉旅館です。今もあのポスターが貼ってあり、感

いものだと思います。

動しました。

1990 年に住友商事に入社し、ケーブルテレビ事業部に

生きたいと思いました。最近読んで面白かったのは、

配属になりました。ケーブルテレビの会社をどこに作

アンジェラ・リー・ダックワースの「GRIT-やりぬく

るかという地域の検証をするところから始まり、一局

力」です。2017 年に出た本です。どんなことでもやり

あたり 50 億円掛かる先行投資型の事業で、大宮と広

ぬく人が最後に勝つということをいっているのです

島で会社建設をしました。商社というと海外赴任とい

が、その力をどう養成したらよいかについて書かれて

うイメージが強いようですが、地方の赴任にも楽しか

います。何事についてもそのようにやれたらよいと思

った思い出があります。

います。

12 月 1 日、テレビの４K 放送が始まります。皆さん４
K テレビはお持ちかもしれませんが、チューナーが必
要になります。11 月半ばからチューナーの販売が始ま
ります。4k の予約を取っていて、ジェイコム湘南でも、
千世帯の予約があります。ケーブルテレビだけでなく
インターネット、固定電話、Wi-Fi などの設定も致し
ます。電力と携帯電話の事業もやっています。ジェイ
コムでシムカードを使用していただくと、携帯電話料
金を抑えることができます。1 年半ほど、使っていま
すが不便はありません。もうひとつの事業が、自転車
保険です。2019 年 2 月に神奈川県は、自転車保険が義
務化されます。是非ご利用下さい。

映像の仕事をしているので、仕事と思ってできる限り

ここからは、趣味の話をします。私の趣味は、読書、

映画を見ます。黒澤明の映画は、すばらしいと思いま

映画鑑賞、ゴルフ、ワインです。アートにも興味を持

す。その中で、
「天国と地獄」は、横浜駅と腰越が舞

ち、美術館めぐりも少しづつしています。

台となっていますので、是非一度見ていただきたいと
思います。1963 年の映画ですが、今見てもレベルが高
いと思います。黒澤映画の中で一番好きなのは、
「用
心棒」だと思います。音楽と映像がぴったりと合って
います。いくつものシーンが、世界的にその後の映画
に影響を及ぼしたといわれます。出だしから最後まで
見逃してはいけない場面の連続で最後まで見てしま
う映画です。1961 年の映画とは思えません。最近見た
映画で面白かったのは、
「カメラを止めるな」です。
ジュピターテレコムが配給していて、大ヒットした映
画です。もうひとつが、クイーンの「ボヘミアン ラ
プソディー」です。私はファンなので見に行こうと思

読書は、自宅に世界文学全集があり、当時から好きだ

っていましたが、当時を知っている世代ではなく、今

ったのがドストエフスキー。
「罪と罰」は読みながら、

20 代の若者が大感激して、音源を買い漁っていると聞

息が苦しくなるような気がします。
「カラマーゾフの

きます。最後の有名なライブ映像が再現されています。

兄弟」は、若い時、中年、年をとってから読むとよい

ゴルフも好きなのですが、難しくて悩んでいます。ア

そうです。とても長いので、しんどかったが一度読み

プローチとパットが難しいです。アプローチを寄せる

ました。そろそろ 2 度目を読みたいと思っています。

ことができればと思います。そこができれば、うまく

事業所に課題図書があり、それで読んだ内村鑑三の

なるのではと思っています。

「後世への最大遺物」がたいへんすばらしいと思いま

最後に病院の話なのですが、睡眠時無呼吸症候群で、

す。古い本ですが、今読んでもすばらしいと思います。

痩せるように努力していますが、CPAP で治療をしてい

後世に何を残すのか、あの本の考え方に則って自分も

ます。マスクをして眠るのですが、快適です。7 年く

らい使っているのですが、生活の質が上がります。皆
さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。
話したいことの半分も話せませんでしたので、これか
ら、また皆さんと懇親を深めていきたいと思います。
ご支援ご指導、よろしくお願いいたします。

藤田幹事 結婚記念日メッセージ
12 月にご長男が誕生!! もうすぐパパです。

大小原会長より謝辞
新しいイニシエーションスピーチの形と絶賛!!

椋梨会員が、11 月 28 日の例会後カンボジア医療奉仕
に出発なさいます。現地にお持ちいただく、文房具や、
衣料品の寄付と募金を募りました。
椋梨先生、よろしくお願いいたします。

椋梨会員お誕生日メッセージと結婚記念日のダブル
のお祝いです。
50 歳になられます。ロータリー歴は 17 年。

藤沢 RC 所属米山奨学生 ウン，チェン キンさん
今日のお料理

今月もようこそ！

