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４月 ２４日

天候 晴れ

≪幹事報告≫

秀俊 会員

・例会後、創立 65 周年記念例会実行委員会を開催
いたします。委員のご出席をお願い致します。

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

・4 月 21 日の地区研修・協議会で当クラブが 3 つの

ゲストスピーカー：在津 紀元 様

表彰をいただきましたので、ご披露させていただ

（コミュニケーションマルチプレイヤー、

きます。

レディオ湘南 DJ）
（紹介者：落合 会員）
ビジター：服部 全弘

様

（鎌倉 RC）

「Every Rotarian,Every Year」クラブ
年次基金へ少なくとも 25$の
寄付、1 ロータリー年度 1 人
当たりの年次寄付額 100$に達

≪会長報告≫

するクラブへ贈られます。

・訃報のご連絡です。㈱門倉グループ創始者小澤直
幸様が 4 月 11 日、84 歳でご逝去。
ご冥福をお祈り申し上げます。

100%ロータリー財団寄付クラブ

・藤沢 RC 会員の杉原栄子 会員が、藤沢市議会選に

正会員全員が年次基金・ポ

当選なさいました。おめでとうございます。

リオプラス基金に 25$以上

・4 月 21 日、地区研修・協議会が開催されました。

の寄付をし、1 ロータリー年

多数のご参加ありがとうございました。

度 1 人当たりの年次寄付額

・3 年後の田島ガバナー年に藤沢 RC が地区研修・協

100$に達するクラブへ贈

議会開催担当とうかがいました。皆様、ご協力よ

られます。

ろしくお願い致します。

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ
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会員数
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欠席会員数

出席率

修正出席者数
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３１名
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End Polio Now:「歴史をつくるカウントダウウン」
キャンペーンの感謝状

田中 正明 会員
杉原栄子様 市議選当選お目出度うございます。

ポリオ撲滅活に

今後 市政の発展に貢献することを期待してお

1500$を寄付した

ります。

クラブに贈られます

椋梨 兼彰 会員
在津 様 本日の卓話よろしくお願い致しま
す。以前のからスマイルのタイミング悪く、誕
生日、結婚記念、入学祝、諸々全てスマイル
藤田 浩二 会員

≪お祝い≫

誕生日祝い ありがとうございます。

会員誕生日 4 月 10 日

鈴木 大次 会員

杉原 栄子 会員
皆様のお陰で叶いました。
ありがとうございます。
廣島 純 会員
杉原様 おめでとうございます。
大変なお仕事、がんばってください。
鈴木 大次 会員
誕生日のお祝い、ありがとうございます。
43 歳の年も精進して参ります。

≪小話 3 分間スピーチ≫
5月2日

藤田 浩二 会員

毛利 英昭 会員

平成最後の 3 分間スピーチをさせていただきます。
平成元年 1989 年に転職をしました。バブルの真っ最
≪スマイル報告≫

中でした。当時の流行語が、
「24 時間戦えますか?」で

服部 全弘 様（鎌倉 RC）

した。仕事が忙しく、朝 5 時の始発で出発し、6 時過

久しぶりです 宜しく

ぎには仕事をはじめ、周 1 で徹夜をしていました。若

大小原 徹 会長

いからできたのだと思いますが、苦しいとも思わず、

レディオ湘南 在津様本日の卓話よろしくお願

仕事が楽しく、苦労もありませんでした。

いします。

92 年の 2 月にバブルが崩壊し、デフレスパイラルに陥

服部様 本日はようこそ藤沢ロータリークラブへ

りました。完全に消費が冷え込みました。マクドナル

ドがハンバーガーの値段を下げました。210 円が 130

≪卓話≫

円、100 円、80 円と値段を下げていきました。1 個 210

『～遊び心と、ひと工夫～
見せる努力と魅せる工夫』
見せる努力と魅せる工夫』
コミュニケーションマルチプレイヤー

円の時の利益が 59 円だったそうですが、値下げする
と 65 円の利益が出たそうです。販売数量が歴史的の
伸び、固定費の分散ができるからできるわけです。皆
わかっていることですが、恐ろしくてできないのです。

レディオ湘南伝説の DJ
在津 紀元（ざいつ きげん）様

ユニクロ然りです。当時 6,000 円くらいのフリースを

（紹介者：落合 会員）

1,980 円で売った行動力、実行力のすごさです。予測
は付くのでしょうが、実際にはできないことです。
その次が IT バブル、リーマンショックと続きます。
平成 20 年です。リーマンショック 1 週間後、銀座の
飲食店が一気に 60 件潰れました。完全に交際費の引
き締めでした。大変印象に残っています。
その後、消費税が 8％に引き上げられ、流通業界苦し
みました。これからいよいよ 13%に引き上げられ、複
数税率が施行されます。給与を上げて、個人消費を増
やすようにいわれますが、現場は苦労しています。
先日、ある企業の元社長と話しをする機会がありまし
た。働き方改革によって、日本がだめになるのではな
いかという話をしました。時間が出来て働かない人は
働かなくなっていく。一方自分を磨くことに励み、キ
ャリアアップしていく人がいて、格差はどんどん広が
っていきます。社会学者の橋本健二先生によると、平
均年収 186 万の「アンダークラス」という人たちが 930
万人、就業人口全体の役 15%いるそうです。2025 年に
は 1000 万人を超えるといわれています。令和に入り
格差が広がっていくことが懸念されます。
5 月に 3 冊目の本を発売します。ご報告させていただ
きます。

落合会員より「伝説の DJ」と在津様をご紹介

平成最後の卓話ということで、楽しんでいただけたら
と思います。
藤沢に住んで約 40 年、辻堂新町に住んでいた頃、親
子 3 人で FM 局を開局し、約 13 年間、1000 回に放送を
しました。レディオ湘南の立ち上げの方が、それを知
っていまして、レディオ湘南でやらないかということ
で、移りました。通算 36 年間地元でマイクの前に座
っています。そんなことから、伝説の DJ といわれる
ようになりました。普段はマイクの前に人がいないの
で、まるで面接を受けているような気分です。
ホテルエントランスのお花

お手元にメモがあるかと存じますが、1940 年生まれの

79 歳です。元気に過ごしておりますが、なぜ元気でい

もう 1 つ遊び心のお話です。歌謡曲もいろんな曲を

られるかとと申しますと、遊び心があるからだと思い

いろいろな人が、カバーしています。番組では、そう

ます。このことは、私の先輩から言われました。人生、

いう曲もかけています。先日美空ひばりの「唐獅子牡

遊び心でやると楽しくなるということを追求してま

丹」をかけました。聞いている方の戸惑いが感じられ

いりました。

ます。そういうことの面白さが、番組が続いている秘

私のラジオ番組名は、「ざいつきげんの音楽鍋」とい

訣かと思います。

います。美空ひばりからクィーンまで、なんでもあり

昨日、テラスモールのギャップに行きました。
「今日、

の音楽番組です。先日 1260 回を迎えました。遊び心

ロータリーでお話をするにあったて、1 万円か 1 万 5

を持って番組を続けています。

千円でコーディネートして欲しい」と言ったら、会話

遊び心のひとつの例として、我家の犬のお話をします。

をしてくれるかとお店で尋ねました。すると喜んで

40 年間我家には犬がいまして、先日 3 代目が亡くなり

してくれるといわれました。人が集まるところでは、

ました。名前は代々ルイ・ヴィトン。2 代目が子ども

女性はおしゃれをして出かけて行きます。男性は黒っ

4 匹生みました。友人に譲ったのですが、お金はいた

ぽいものが多いです。今日もそうですね。おしゃれは

だかないから、名前を有名ブランドにするよういいま

訓練ですから、たまには違うおしゃれをする方法とし

して、グッチ、シャネル、セリーヌとつけました。も

て、自分の好みのお店の女性にコーディネートしてと

う一匹は、モリハナエにしなさいといったのですが、

お願いすると、喜んでしてくれます。皆さんの会社の

それはだめでした。公園や獣医さんで名前を呼ばれる

スタッフでおしゃれでない方や、ごほうびとしてやっ

というわけで、犬の名前 1 つとっても遊び心があると

てみるのはいかがでしょうか。遊び心の演出として、

楽しいのではないでしょうか。

面白いのではないでしょうか。おしゃれは訓練です。

もう 1 つご紹介します。私は、孫から「ミスター」と

いつもとは違うものを選んでもらって、挑戦するとい

呼ばれています。たいていに方が、
「じいじ」
、「ばあ

うことを楽しんでみてください。特に男性にはジーン

ば」と呼ばれているかと思いますが、男であることが

ズをお薦めします。ギャップにいって素敵な女性店員

終わってしまようで、私は「じいじ」がいやでした。

さんにジーンズをコーディネートしてもらってくだ

最初の孫にミスターと呼んだら、お土産にアンパンマ

さい。女性店員さんは、4 名います。

ン 1 つということにして、それが成功しました。ある

私の好きな言葉に「見せる努力、魅せられる工夫」と

日、保育園に孫のお迎えに行った時、私を「ミスター」

いうのがあります。ずっと前にお仕事をした時、芦田

と呼ぶわけです。他の子達も「ミスターマックス」と

淳さん言われたの言葉です。今日も何を着て、みんな

か、「ミスタードーナッツ」とかいって、人気者なり

に見せようかと考えて、これを選びました。何を着よ

ました。最初は、じいじ、ばあばで孫のお迎えに行く

うか考え、人に見られるという意識が元気のもとにな

のは、なんとなくいやだったのですが、ミスターが浸

るのではないでしょうか。

透して、お迎えが楽しくなりました。ミスターと呼ば

鵠沼公民館で音楽元気講座というのをやっておりま

れて、子ども達が並んでハイタッチをすることで、元

す。昭和を彩った音楽をかけおしゃべりをします。昭

気になりました。問題は先生でした。おじいちゃんと

和の生まれの方に青春時代の音楽を聴いていただく

呼びます。孫にミスターと呼ばれているので、先生に

と元気になられます。去年、認知症の患者さん 30 名

もミスターと呼んでくださいと話しますと、先生方も

と介護の方の前でやったのですが、従来、唱歌とか、

ミスターと呼んでくれるようになりました。皆様ご存

叙情歌を聴くと和やかになるといわれてきました。確

知のフリーアナウンサーの宮川浩子さんもベローチ

かに心は和みますが、刺激がありません。それで昭和

ェのコーヒーをご馳走するということで、ミスター

を彩った音楽、マンボから三橋道也他、幅広い音楽を

と呼んでくれるようになりました。いろいろなところ

流しました。最初は認知症の患者さん、皆さん下を向

で、ミスターと呼んでもらえるようになりましした。

いていたのですが、30 分くらい立つと、若い頃の記憶

今日のご縁で皆様もミスターとお呼び下さい。コーヒ

が甦ったり、笑顔になったりします。認知症の先生も

ーをご馳走いたします。これも遊び心だと思っており

歌謡曲の力を認識したといわれました。BGM にも歌の

ます。

ない歌謡曲を使ったら、いかがでしょうか。

ある施設のロビーで、患者さんたちと一緒に音楽を聞

今日に卓話をよかったと思っていただくために、音楽

いたのですが、一人の男性患者さんが来られて、長い

をかけて、当たった方にお土産を差し上げます。

ソファーに横になったままでました。具合いが悪くな
ったりして困るのではないかと思いましたが、介護の
方がいるので、よいということで一緒に音楽を聞きま
した。春日八郎の「長崎の人」をかけると、起き上が
り知っているというのです。音楽は昔が甦るパワーが
あり、元気の元になり、人をいきいきさせます。また、
後援会で年配の方に話すことですが、お子さんやお孫
さんに誕生日やプレゼントで欲しいものがないか聞
かれたら、CD ラジカセをもらいなさいといいます。
近くに音楽がすぐ聞ける環境にあるのは、よいことで
す。また逆にお孫さんへのプレゼントにも CD ラジカ
セとお孫さんの好きな CD を 1 枚添えてプレゼントし

CD をかけていただき、誰が歌っているか当てるクイズ

ては、いかがでしょうか。お孫さんのことをよく理解

を出していただきました。

していると思ってもらえるのではないでしょうか。家

前川清の「ラブミー テンダー」

庭の中で音楽が流れると元気が出ます。

五木ひろしの「サン・トワ・マミー」

数年前、中高年の再就職のための勉強会を頼まれまし

松田聖子の「追憶」

た。そこで「怒ちゃいけない、えばっちゃいけない、

在津ブレンドのコーヒーや CD など賞品も出していた

自慢しちゃいけない」これが中高年が再就職する時の

だきました。

三つのキーワードと話しました。その前に専門学校の
講師をしていた時、周りは若い方ばかりでした。そこ
で三つのキーワードを実践すると、逆に若い方達がえ
ばらせてくれるのです。中高年の癖が、
「怒る、えば
る、自慢する」です。逆に若い人たちにこれをやった
ら、注意してもらうようにするとよいと思います。
お互いの癖を知るとよいと思います。
広告業界で、40 年働いてきました。コピーライターを
してきたのですが、最近、中高年向けの広告を書かな
いかという依頼が来ました。経済活動になるような仕
事ではないのですが、s 表現できる場所があるのはあ
りがたいと思います。趣味はいきいきするための表現
です。

服部様と小島会員ロータリー在籍 50 年のお 2 人

大小原 会長より謝辞
杉原会員 藤沢市議会議員
ご当選おめでとうございます 頑張って下さい！

鎌倉 RC 服部様 いつもありがとうございます

本日のお料理

