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初代幹事を命ぜられたばっかりに、創立何年

だから、何周年だから等々、その度に何か思い

でを書けと云われ今回又々30周年だから初代幹

事として記念誌に何か書けとのことだが、書く

ことは何時も同じような下手な内容しか書けな

いことになるわけです。

しかし、何周年だ、記念誌だと云っているう

ちに湯河原RCも とうとう30年になってしまっ

た、私も年をとったし30年の間には色々なこと

もあったようだったが、漠然として記憶もうす

れてしまっています。

会員がそれぞれ立派な指導的立場の皆様ばか

りなので、クラブも年々成長、充実 し、RC活

動を行いつつ常に和気あいあいのうちに30年間

を楽しい例会を通じておつきあいさせて戴いて

いるのは大変な仕合せだと常々感謝で一ぱいで

す。

加 藤  福  松

今まで幾度も書いたけどチャーターナイトの

準備に会場係として連日、連夜諸計画を手伝っ

て下すった八亀 (昌)、稲業の両名に対する感

謝の気持 (勿論それぞれの部署で全会員が協力

一致されたからこそはあるけれど)と チャーター

ナイトに全国から参加された会員数は一千人を

越え、当時クラブの増加が多数あり、従ってチャー

ターナイトも各地で行われていたけど当クラブ

の参加人員としては日本一と参加者から大拍手

を受けたのは特に忘れない。

勿論これは天野初代会長の知名度の高さのお

かげだったことは当然特筆すべきことでありま

す。

当クラブも30年を迎え、益々地域社会の発展

に努力しなければならないが幸にも有能な会員

揃いであります、今後益々の発展を祈って止み

ません。

創立30周年を迎えて
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湯河原ロータリークラブ創立30周年をお迎え

になります由、本当におめでたいことであり、

′邑ヽよりお祝い申し上げます。貴クラブの創立は、

私の前のガバナーデあった中村米平氏の時代の

1962年 (昭和37年)4月 20日であり、 R`I`

の承認は、同年 5月 7日 のことでありました。

チャーターの伝達式は、1963年 3月 29日で、私

がその年のガバナーとしてその式に出席 し、多

くの地区内外のロータリアンの御出席を得て、

初代会長の天野弘之氏にお渡 し申し上げました。

その後、湯河原ロータリークラブは、会員の皆

様のお力によって順調に成長 し、今回は創立30

周年をお迎えになられ、誠におめでたいことと

存 じます。多 くの会員を得て立派なロータリー

クラブとして湯河原はもちろん各方面において

ロータリアンとして、またロータリークラブと

して奉仕活動を積極的にお勧めになっているこ

とに対 し、心からのお祝いと感謝をお贈 り致 し

ます。

私が、ガバナーであった1963年には、国際ロー

タリー理事会が、「ロータリーの根本的特色J

を決定 し、ロータリーとはこのような団体であ

ると説明しており、それがポール ・ハリスの作っ

たロータリーの奉仕を基とする特徴のある団体

の精神を明らかにしております。その後ロータ

リークラブの拡大発展に伴い、また世界的な奉

仕活動をする団体という考え方が強 くなって、

現在は、ロータリークラブがもっと世界的 (グ

ローバル)な 奉仕活動のできる団体を必要とし、

その奉仕活動の根本は個人の考えから成 り立っ

ておりますが、現在のロータリークラブはもっ

と広い意味の奉仕活動を目指 して進んで行 くこ

とを考えて行かねばならない時勢となっており

ます。

湯河原ロータリークラブ皆様 もこのような時

代のロータリアンとして、ますます盛んな奉仕

活動に励まれますようにお祈 り申し上げます。

最近のヨーロッパを中心とする世界の情勢の

変化は激動といってもよい、思いがけないこと

が次々と起こっています。ロータリーの世界を

見ても、 ヨーロッパを始めアジアにおいて次々

と新 しい国々にロータリークラブが設立されま

した。また、婦人のロータリアンはもちろん、

婦人だけのロータリークラブさえ出来 ました。

このような時期に際 して、湯河原ロータリーク

ラブも、ロータリークラブの持つ大きな働きを

その地域から始めて周辺の地域はもちろん、国

際的にも広めていただきたいものです。湯河原

ロータリークラブの創立時にガバナーでありま

した私は、1963年 4月 15日のガバナー月信 (第

11月信)に 次のように書いております。 『ロー

タリーは特権Frr級の昼食会であるとか、ロータ

リーは社会事業に対する寄付団体だとかいわれ

ることがよくあると聞きます。私達ロータリア

湯河原 ロータリークラブ

元国際回―タリー富J 会長 湯 浅 恭 三

創立30周年に寄せて
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湯河原 ロータリークラブ

30周年をお祝いして

岩 崎 裕 伴

て会長に指名の話をすると是非お願いします。

とのことで次の例会を総会に切換えて私が指名

することを諮ると全員が賛成 して箱根に今井徳

衛門君、湯河原に宮坂寛治郎君を指名 して半年

に及ぶ小田原評定もおわり湯河原ロータリーク

ラブは4月 20日閑静な天野屋の会議室でウグイ

スの鳴く声と対り||のせせらぎの音をFTRきながら

私が関係するロータリーの会合はかならず出席

される柳瀬PGも 出て楽 しい創立総会が済み天

野会長、加藤福松幹事で湯河原ロータリークラ

ブでは倉1立された 。例会場は信用金庫の会議室

私が出席する度にSAAの 苦心の食事日本そば ・

大きな トンカツ ・天どん ・楽しい食事であった。

加藤福松幹事の円滑な事務処理天野会長の指導

はロータリークラブの典型とも言える例会の運

営であった。

地域に適 したクラブ肥大化せず常に均整がと

れロータリーの組織の何れの分野にもよく奉仕

し、然 も出席はよく100%を 維持 しロータリー

の言う奉仕の理想を実践 して30周年をむかえた

ことに敬意を表 します。

何年かご無沙汰 して居 りますので創立前後の

想出になりました。

天野初代会長、加藤福松初代幹事はじめ会員

諸君がご健康でロータリーの発展につくされる

ことを祈 ります。

湯河原ロータリークラブの創立30周年を心か

ら喜びお祝い申し上げます。

湯河原ロータリークラブは私の昭和35年から

lla和54年にかけて25のクラブ創立を手がけた中

で最 もよく均整のとれた地域に密着 したロータ

リークラブらしいクラブであると時の中村米平

ガバナーも褒めて倉J立総会以来会は、度に他の古

いクラブヘ公式訪間の度に話に出たクラブの30

周年中村米平ガバナーが生きて居 られたら喜ん

で出席されたと思います湯河原クラブの伝達式

には国際的に日本を代表するような方々が大勢

出席された他にあまり例の無い伝達式私には実

に印象深い伝達式の想出でありました。 これは

初代会長の天野弘之氏の勝れた指導によるもの

と創立会員が純粋にロータリーを理解 し奉仕 し

ようと努力 した結果が伝統 となり30年前に中村

米平ガバナーと私がこのクラブは立派なクラブ

になると話合った通 り充実 したロータリークラ

ブとして30周年を迎えたことを私は喜んで今印

象深 く頭にうかべて居 ります。

さて小田原クラブが箱根と湯河原にロータリー

クラブを創立すると決めたのは昭和36年の 8月

であったと思います私は早 く特別代表を推薦す

るよう話すと今協議中と等々 6ケ 月を過ぎた太

閤の小田原攻めの時の有名な小田原評定が今 も

生きているのかなと少々呆れて天野さんに私が

思切って指名 しましょうかと話 し例会に出席 し

一-12-一
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創立30周年を祝 して

湯' 可原南ロータリークラブ会長 常 盤 章 夫

湯河原 ロータリークラブ

湯河原ロータリークラブが創立30周年を迎え

られましたことを、心から御祝い申し上げます。

貴クラブ創立以来、今日に至まで、諸先輩方そ

して会員の皆様の御努力による益々の御繁栄に

対 して敬意を表するものであります。

顧みますと、昭和45年初め、湯河原南ロータ

リークラブ創立の動きがアリ、チャーターメン

バーとして推せんを頂き、入会のお誘いを受け

ました。小生若輩の身であリロータリーとは何

ぞや、本当に右も左もわからない、なんとも不

安なものでありました。

入会を認められ、湯河原ロータリークラブの

例会に、ゲス トとして初めて出席させて頂いた

時の光景は、今だ克明に思い起 こされます。

例会場は湯河原観光会館の大会議室で、吉光

会員が会長、或いは幹事であったと思います。

当日の卓話者は杉山質さんであり、詩吟につ

いて語 られまして、最後に一曲吟じられました。

吟題は有名な詩吟で偶成であったように記憶 し

ております。私は、初めての例会出席でロータ

リーの雰囲気に触れたのであります。

そして、 ビジター紹介時に、クラブ例会出席

1000人目のビジターとして、小梅堂のきび餅を

頂いて帰ったことは今だに忘れられない思い出

とならております。

我々湯河原南ロータリークラブは、創立以来

貴クラブの運営、活動等を手本として参 りまし

た。

お蔭様で大過なく20周年を迎えることができ、

ささやかではありましたが、記念事業の数々を

実施することができました。これも偏に貴クラ

ブ会員の皆様方の御協力の賜物と感謝致 してお

ります。貴クラブは、30年の永きにわたる年月

を着実にあゆみ、地域に密着 してのロータリー

活動は、我々ロータリアンに対 してその範を示

すものであり、このことは誰れもが認めるもの

であります。国際ロータリーの時代の流れとと

もに大きく変わろうとしております。 し か し、

いかに変わってゆこうとも我々ロータリーの春

仕は不変であります。

いつも自分自身の足元を見つめて、身近の奉

仕を優先することが第一と思 うのであります。

記念すべき30周年を大きな節目として、今後

とも地域社会に密着 し、求められ、そして愛さ

れるロータリークラブとして、益々御発展され

ますことを御祈念申し上げまして、御祝いの言

葉と致 します。
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