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  -本日のプログラム -  

チャーターナイト特別例会 

 ～齊藤達夫会員，佐々木尚壽会員スピーチ～ 

チャーターメンバー齋藤会員とそれに次ぐ在籍

年数を誇る佐々木会員の含蓄あるお話でした 

-会 長 報 告 -  

○県央経営者会 より 
・特別講演会のご案内 

が届いております。 
 

 
-幹 事 報 告 -  

○例会変更 
・座間ＲＣ 
 4 月 13 日(水)→4 月 17 日(日)地区研修協議会 
  場所：相模女子大学 
  受付：11：30～ 
  点鐘：12：30 

が届いております。 
 

-ゲスト・ビジターの紹介 - 
  
 
 
ゲストのムランバ・バン
デキ・ディズニー君です。 
今回は身上関係の理由に
より元気がなかったよう
ですが，学業には励んで
いるようです。 
引き続き頑張ってくださ
い。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -会 員 誕 生 - 
 

西厚夫会員，お誕生日お
めでとうございます。 
 4 月 10 日で 74 歳にな
るとのことです。後 1 年で
後期高齢者になるそうです
が，今日は素直に喜んでい
ます，とのコメントをいた
だきました。 
 まだまだ現役で働きたい
ということでした。仕事も
もちろん，ロータリーでも
現役で後輩の御指導をお願
い致します。 

 
  

-ロ ー タ リ ー の 友 紹 介 -  
 ロータリーの友紹介は千代
川会員のご担当でした。 
 茅ヶ崎中央 RC の「家庭健
康教育プログラム」(14頁)に
ついてご紹介いただきました。
当クラブでも積極的に活動し
ているポリオ撲滅に関する記
事で興味をそそられるもので
した。また，「おらほの言葉」
（80 頁）をご紹介いただき，
方言の大切さについてお話し
いただきました。「おらほの
RC」を自慢していきたいとの
ことでした。 

   －チャーターナイト特別記念講演― 
 

齊藤達夫会員 
 
創立翌年の 4 月 8 日にチ

ャーターナイトを開催しまし
た。当日は暴風雨のような殴
り雨の中，リコーの講堂で
700 名を超える大変な数が
集まりました。 

40 歳で入会し，希望に燃
えていました。自分を磨けば
ひとかどの人物にまではなれ
なくても人から後ろ指をささ
れるような人になるようなこ
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とはないだろうと努力してきました。 
今，ロータリーで何ができるのか，ということを

常に考えてきました。これまでずっと，「理事会を
しっかりやってくれ」ということを言い続けてきま
した。役員会が理事会に議案を提出し，理事会で結
論を出すということがロータリーのシステムです。
総会の権限についての議論もありますが，ロータリ
ーは毎回の例会が全員出席が義
務となっているのであり，全員
出席の例会と総会で位置づけは
あまり変わりません。総会で結
論を出すのではないのです。 
もし異論があれば，議論をし

たいと思っています。クラブ協
議会を少なくとも月 1 回は実施
すべきです。 
皆の手で RC を楽しくするこ

とが必要です。 
 

 
佐々木尚壽会員 

 
ロータリー在籍 37 年，

どうしてこんなに長く続けて
いるのだろうか，と考えてみ
ると，やはりロータリーには
続けていくだけの魅力がある
と感じながら今日に至りまし
た。 

その魅力とは，一つには
「人との出会い」です。 

人生の手本となるような
人たちが沢山いて，良いとこ

ろを見て学ぶことができます。そして，異業種の会
員から多くのことを学び，人
格の研鑽と活力を得ました。 

二つ目は，「奉仕するこ
との喜び」です。奉仕ができ
る喜び，と言った方が的を射
ています。この二つが大きな
要因だと思っています。 

ロータリーから学ぶこと
をやめたら，ロータリーの魅
力は半減すると感じています。
体力の続く限り在籍し，皆様
の叡智を吸収したいと考えて
おります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―ス マ イ ルー 
 
［小島会長，佐々木副会長，城所会長エレクト，山
本幹事，山口副幹事］ 
皆様こんにちは。本日はチャ

ーターナイト記念特別例会です。
唯一のチャーターメンバー齊藤
達夫会員，ロータリー歴 2 番目
の佐々木尚壽会員によるスピー
チよろしくお願いします。 
ディズニー君ようこそ。 

 
［西厚夫会員］ 
 本日は，誕生祝を頂き誠にあ
りがとうございました。4 月 10 日で７４歳になり
ます。仕事もまだまだ現役で頑張る所存ですので，
今後ともよろしくお願いいたします。 
 
［建部覚会員］ 
開設以来２４年間，個人事務所として営業してき

ましたが，この度，社会保険労務士法人「かながわ
労務」として再スタートすることになりました。 
 
［藤川孝幸会員，原田孝一会員］ 
建部さん，社会保険労務士法人かながわ労務の設

立おめでとうございます。益々のご発展をお祈りし
ます。ディズニー君ようこそ。山崎さん，写真をい
つもありがとうございます。 
 
［吉川広会員］ 
妻の誕生祝いのお花ありがとうございました。 
 
［飯田久夫会員］ 
大河ドラマ「真田丸」で私の母校の正門が写りま

したのでスマイルします。皆さん，ついでの折に見
学に出かけてみてください。 
 
［佐藤光輝会員］ 
４月１日から，弁護士会の名称が横浜弁護士会か

ら神奈川県弁護士会に変わりました。神奈川県弁護
士会をよろしくお願い致します。 
 
［原田孝一会員］ 
齊藤さん，佐々木さん，チャーターナイトのお話

し楽しみにしております。 

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

４/13 1845 回 卓話例会（弁理士大上寛様） クラブ管理運営委員会  

    45 ８ 
（事前メイク1名） 

４/20 1846 回 地区協議会報告 会長エレクト  

４/27 1847 回 卓話例会（赤石千衣子様） クラブ管理運営委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

５/11 1848 回 卓話例会  クラブ管理運営委員会  

   81.58 ％     84.21 ％ 

５/18 1849 回 バイキング例会（今次年度ＡＧ来訪） 親睦委員会  

 


