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ロータリーソング「それでこそロータリー」

がありましたらその時点で、継続、中止が決まる

「四つのテスト」 杉原 栄子 会員

場合があります。IM については藤沢東 RC が担
当です。クラブに持ち帰り、動きがあり次第連絡

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲストスピーカー：眞玉

があります。
2 月 16 日、米山奨学生修了報告会がありました。

佐和子 様

（CP サロン Pono オーナー）
ゲスト：ウン，チェン キン 様

ウン，チェン キンさんは卒論発表の関係で欠席
でしたが、小河カウンセラーと出席いたしました。

（藤沢 RC 委嘱米山奨学生）

≪会長報告≫

後程、記念品の贈呈を致します。

≪幹事報告≫

・会長幹事会報告

・ロータリー手帳の申し込み締切が本日までとなっ

4 月 5 日のチャリティーコンサートのチケット、ま

っております。ご注文の方は、例会後お申し付け

だ受け付けております。ご出席いただける方は、枚

ください。

数をお申し付けください。必要な枚数お渡しします。
ロータリーウォークのポスターが出来上がりまし
た。事業所等で貼っていただける方はお持ちくださ

≪委員会報告≫
・椋梨 地区青少年奉仕委員会

い。しかし、ロータリーウォーク、IM 等の行事は

新型コロナウィルス対策についての委員会の動

新型コロナウィルスの影響で、どのようになるかわ

向をお知らせいたします。学生には、わざわざ出

からない状況になってまいりました。ロータリーウ

かけるようなことはしないよう伝えました。RTEX

ォークについては、3 月 23 日までに開催するかど

の鎌倉散策と京都研修は中止となりました。大き

うかを決定いたします。その前に行政からの指示等

な集まりをしないということになっています。

出席報告

（

）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

２４名

５４．５５％

会員数
２月５日

４５（４４）名

２４名

２０名

５４．５５％

２月１９日

４５(４４)名

２７名

１７名

６１．３６％

０名

第 5 グループでは IM が中止となっています。青少
年交換委員会の動きはこのようになっています。
・野口 会長エレクト

ポール・ハリス・フェローのご披露
≪感謝状とポール・ハリス・フェローピン≫
1 回目 児玉 聡 会員

次年度の会務分担表が完成しましたので配布いた
します。委員会はお 1 人 1 か所ではありませんので、
お目通しお願い致します。4 月 19 日、地区研修協議
会が開催されます。各委員長、委員、また新会員の
ご参加をお願い致しますので、ご予定ください。
・瀧澤 地区研修委員
地区研修員会の報告です。新型コロナウィルスの影
響で中止になるものが出ております。第 5 グループ
の会長幹事会で、今週末に開催予定の IM が中止と
なりました。PETS、地区研修・協議会も調整中です。
開催する方向で動いておりますが、懇親会はなしと
なるかもしれません。次年度に向けて、重要な研修
の場となります。ぜひ開催したいと思います。
本日配布のガバナー月信に次年度ガバナーの久保

≪米山賞が基金の授与≫
ウン ，チェン キンさん

田ガバナーエレクトの国際協議会の報告が掲載さ
れています。次年度に向けての方向性が解ると思い
ますので、ご覧になってください。

≪お祝い≫
結婚記念日

2 月 19 日 反田 純正 会員

ウン，チェン キン さん無事卒業論文の発表会終
わり、卒業が決定したそうです。
藤田魁夷長より、地区修了のお祝いを贈呈

≪スマイル報告≫
反田会員 銀婚式をお迎えです‼

藤田 浩二 会長
眞玉様 本日は宜しくお願い致します。
杉原 栄子 会員
眞玉さん いつもマダムと呼ばせて頂いており
ます。今日は卓話楽しみにしております。
星谷 けい子 会員
眞玉さん 女性を生き生きさせる企画です。

エントランスホールのお花

応援しています。

岩崎 智子 会員

最終的には、社員に対して「個々の責任において、自

ハードルが上がった 3 分間スピーチ、やらせてい

覚をもってやってください。しかし何か起きてしまっ

ただきます。よろしくお願いします。

たら、それは不慮の事故なので、正直に伝えてくださ

反田 純正 会員

い。後どうするかは社長の指示に従ってもらい、不安

眞玉さん 卓話よろしくお願いします。

に思わないでください。会社がどうにかなるのではと

結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。

いう責任は、社長である私にあり、皆は個々の責任に
おいて、やるべきことをしてください。消毒やうがい
手洗いをする。人ごみにあえいて行かない。万が一行

≪小話 3 分間スピーチ≫

かなくてはならない場合は、口を覆う。マスクをする

岩崎 智子 会員

など、全世界、皆同じです。ワクチンがまだ出ていな
いのでそれ以外方法はない日本全国どこにいても危
険は伴います。
」ということを伝えました。今後どの
ような変化が起こるかわかりませんが、私のモットー
は、気合で乗り切るです。最後の覚悟は、コロナの覚
悟と、原稿なしでこのスピーチに挑む覚悟です。

≪卓話≫

「覚悟」ということについてお話いたします。

『藤沢トリプル成人式について
－60 歳からの新たなコミュニティーをつくる
PC サロン Pono オーナー
眞玉 佐和子 様

私が生きてきた中で一番の覚悟は、会社の社長になる
ということでした。経営者の娘に生まれてきて、私が
やらなくてはいけないということを決めた覚悟です。
もう一つ、会社に入って、社長という覚悟ではなく、
社員皆の生活の源となる物を作っていかなくてはい
けないという覚悟だったと思い至ります。
コロナウィルス対策というところで、我が社では工場
に入る際、これまで通り一人一人が、うがい手洗いを
しなくてはなりません。事務所関係者も会社の入り口
で消毒をするというのを今までもやってきました。
個々一人一人の自覚、どうやったらウィルスに感染し
ないか、万が一感染してしまったら、人にうつさない

私は現在は CP サロン Pono というお肌をきれいにする

ようにするということを考える会議を先週水曜日の

サロンをやっていますが、夫が元気なうちはパートで

夕方からしました。製造工場を背負っている会社なの

働くごく一般的な主婦でした。

で、万が一コロナウィルスに感染したという話が出て

夫は 10 年前にすい臓がんで亡くなりましたが、亡く

しまったら、2 週間出勤停止の者が出てしまったら製

なる約 5 年前に癌が発覚し、手術もして一時は大丈夫

造できなくなってしまします。古くからの工場なので、

かと思ったのですが、何度か転移を繰り返し打つ手が

人がいないと作ることが出来ません。最近、いろいろ

なくなりました。その時は現在の仕事をスタッフとし

な製品を出させていただき、これまでになくご注文を

て雇われてやっていましたが、それでは先が保証され

いただき、調子に乗ってきたところのコロナウィルス

ませんので、仕事を変えるか独立して自分のサロンを

なので、どう乗り切っていったらよいのかと思います。

開くかという選択に迫られました。

当時自分のお客様が 60 人くらいいましたので、その

全員が、とは言いませんが、いつも誰かのために頑張

方々に勇気づけられて独立することにいたしました。

っていると思います。それが 60 歳くらいになると、

おかげさまで、サロンは今年 10 周年を迎えます。

子ども達も成人し仕事も一区切りつき、今度は自分の

これも、私を信じて通ってくださるお客様や、協力し

ことができるようになってきます。昔は 60 年生きる

てくれるスタッフたちや、毎晩のように帰りが遅くて

こと自体がお祝いでしたが、平均寿命が延びた今は、

ろくな夕飯が作れなくても文句を言わないで理解し

60 歳から自分のためのセカンドステージが始まると

てくれる家族のおかげだと、心から感謝しています。

考え、より楽しめる様に新たなコミュニティ造りのき
っかけができたらと思って企画いたしました。

今日は、昨年第 1 回が開催された「ふじさわトリプル
成人式」についてお話しさせていただきますが、こん

当日はたくさんの方々が快くボランティアでお手伝

な普通の主婦が思い立ち、勇気を出して声を上げ、企

いしてくださいました。私のサロンのスタッフや、息

画を立ち上げた背景には、54 歳という若さで亡くなっ

子や娘までもが手伝ってくれたことがとてもうれし

てしまった夫をみていて人生とはあっけないものだ

かったです。お手伝いしてくれる方々には赤いスタッ

なぁと実感し、迷っているより動かないと時間がもっ

フ T シャツを揃えました。当該年度の役員はほとんど

たいないと思ったからです。

が着物を着ました。私は二十歳の成人式に参加できな

60 歳といえば還暦。

かったので、生まれて初めて振袖を着させていただき

日本では、十干十二支を巡って初めに戻ってくるお祝

ました。

いの年です。でも今は、還暦を迎えて赤いちゃんちゃ
んこを着せられていた昔のお年寄りのイメージはな
く、皆さん若いですよね。
私は 20 歳の時に成人式に出られなかったので、娘の
成人式を見てやはりいいなぁと思いました。
そこで一昨年の 1/１１成人式のあとにフェイスブッ
クの投稿で「一緒にトリプル成人式をやりませんか」
と呟いたのがきっかけでした。ダブル成人式や 1/2 成
人式などがポピュラーになってきているので、あえて

1958 年からの 60 年史を作り、会が始まるまでの時間

還暦と這わずに、トリプル成人式としました。

を懐かしい映像とウエルカムドリンクで楽しんでい

そこで賛同してくれた数人（初対面）を中心に実行委

ただきました。

員会を立ち上げ、いろいろな人たちに声をかけ、10 人
の実行委員で企画し約 1 年をかけて準備していきまし
た。
トリプル成人式とは、藤沢にゆかりのある 60 歳が集
まり、3 度目の成人式を一緒に祝い、人生のセカンド
ステージを楽しくスタートさせよう！というもので
す。普通、人は生まれてから大人になるまでは親に育
てられ、その後結婚し家族のために頑張って働く・・・、

オープニングは、太鼓集団「ふじ」の迫力ある演奏で
始まりました。いきなり鳴り響く和太鼓の音、すると、
今までざわざわしていた会場が静まり返って・・・と
いうオープニングは本当にかっこよかったです。

開会宣言、実行委員長の挨拶後は、藤沢市長、市議会
議長にご挨拶を賜りました。乾杯のご発声は観光協会
会長にお願い致しましたが、その前には、衆議院議員
の星野様にも入っていただき 5 人で鏡開きも行いまし
た。

ゲストは 2 組、
まずは、
いとしのエリーズ兼近 TOWAwith
ダンサーズのステージに皆さん盛り上がりました。
湘南ですから、やはりサザンオールスターズですね。
私たちが二十歳の時にサザンオールスターズが出て
きて大ヒットしたんですね。歌だけでなく、ダンサー
ズたちの踊りに、60 歳でも多くの方が立ち上がって踊
乾杯の後は、バイキング形式の立食パーティです。

っていました。

たてまえは立食でしたが、さすが 60 歳！ すぐに椅
子を持ってきて座ってしまう方が続出でした。ダブル
成人式に伺った時には、40 歳は座ることなく立食パー
ティで、ゲストの演奏に盛り上がるとほぼ全員が終始
飛び跳ねていました。これが 20 歳の差なのかと実感
しました。お食事をしながらの歓談タイムは、懐かし
い人たちとの再会で盛り上がっていましたが、一人で
参加された方々もつまらなくならないようにとの工
夫も致しました。

次にスペシャルゲストとして、麻倉未稀さんに登場し

ていただきました。素晴らしい声量で生歌を 4 曲もご

の実行委員長も決まっていますが、2/11 はご都合が合

披露いただきました。やはり、特に「HIRO」は最高で

わず、実行委員長代理の丸寿の岡崎さんが引継ぎのふ

した！

じキュンを受け取りました。

麻倉さんには、ピンクリボン運動についてもお話しい

第 3 回ふじさわトリプル成人式の実行委員長は、なん

ただきました。ピンクリボン運動で一緒に活動されて

と！麻倉未稀さんです！

いる元プリンセスプリンセスのドラマーだった冨田
恭子さんもお越しくださり、写真やサインにも気軽に
応えていただけました。

集合写真は皆様のステキな笑顔が最高でした。約 100
人近い方々にご参加いただき、本当に喜んでいただけ
ました。
最後はお楽しみ抽選会です。景品は、メガネケース、

「20 歳の成人式に出られず、あきらめていたのに、こ

お数珠、ワインなどを始め、焼き芋 1 年分、レディオ

の年になって成人式ができるとは思わなかった。あな

湘南出演権などの珍しいもの、60 分マッサージチケッ

たがやってくれて本当に良かった。ありがとう！」と

トやファイテンのブレスレットなど体にうれしいも

いう感謝の言葉を何人もの方からいただき、思い切っ

の、そして 30,000 円相当の帯締め帯揚げセット、隠

てこの企画を立ち上げて良かったと、心から嬉しくな

れ里車屋さんの 30,000 円のお食事券という高価なも

りました。

のまであり、とても盛り上がりました。そして、景品

40 歳のダブル成人式、60 歳のトリプル成人式が、藤

はすべてご協賛いただいた物です。

沢発祥の藤沢のイベントとして定着していき、60 歳に

この会を開催するにあたり、たくさんの企業の方々に

なることを楽しみにしてもらえるようになったらい

ご協賛金、ご協賛品のご協力いただきました。快くご

いと思っています。

協力いただいた方々への感謝の気持ちと共に、人々の
温かさを感じ、改めて藤沢を見直すことができ藤沢を
より一層好きになりました。

第 1 回ふじさわトリプル成人式はたくさんのメディア
にも取り上げていただきました。YAHOO!ニュース、湘
南経済新聞、湘南リビング、ぱど、ふじさわびと、タ
閉会式では、次期実行委員長へ引継ぎのセレモニーを

ウンニュースには実行委員会の写真を載せていただ

行いました。ミニふじキュンを作り、それを次へ渡す

いたり、人物風土記にも掲載していただきました。

ことで代々引き継いでいくこととしました。

読売新聞では湘南版の 1/4 面くらいを使って載せてい

第 2 回の実行委員長は華道家の瀬尾直美さん、先日

ただき、本格的な取材の経験もいたしました。レディ

2/11（火）に無事、第 2 回ふじさわトリプル成人式も

オ湘南には 3 回出演させていただき、JCOM も夕方のニ

開催しました。そして第 3 回ふじさわトリプル成人式

ュースに出演させていただいたり、当日は 1 日中カメ

ラが入っていました。
第 3 回ふじさわトリプル成人式は実行委員長が麻倉未
稀さんですし、実際に行動する実行委員長代理は丸寿
の岡崎さんですから、もっと大掛かりになると思いま
すので、是非ご期待ください。
たくさんの方々により一層喜んでいただき、これから
も長く続いていけるよう、皆様のご協力、ご協賛をよ
ろしくお願い致します。
本日は貴重なお時間をありがとうございました。

藤田会長より、眞玉様へ謝辞

本日のお料理

トリプル成人式、ダブル成人式は、藤沢発祥のイベン
トとのことです‼

エントランスホールの花

眞玉様、楽しいお話をありがとうございました。

