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＝

本日のプログラム

＝

「追悼 川添 勝憲 会員」
ロータリーの友紹介

ローターアクト地区大会（年次大会） 三浦学園にて。
ローターアクトできて間もないのですが、12人参加
しておりました。非常に夢を捧げようということで冊
子を作り、かわら版で皆さんに配布します。2780地

━

会長挨拶・報告

━

区は5クラブございます。厚木中ローターアクトクラ

【笹生会長】

ブが最新で、小田原城北・相模原・鎌倉・横須賀。今

川添会員がお亡くなりになられた件につきまして、月

回横須賀のロータリークラブが主催で行いました。

━

曜日の通夜、昨日の葬儀出席させていただきました。

幹事報告

━

いろんな苦労があったのかなとおもうところがあり

○例会変更

ますけれども。非常に多くの方が通夜に出席されてい

・厚木県央ＲＣ

ました。ありがとうございました。

12月21日（金）→ 12月20日（木） 忘年親睦例

○ガバナー事務所より

会に振替 点鍾 18：30 厚木アーバンホテル

・次年度予定・次年度会長・幹事名の件

12月28日（金）→ 休会(定款第８条第１節により)

・財団室 NEWS

1月 4日（金）→ 休会(定款第８条第１節により)

○厚木市役所より

1 月 11 日（金）→ １月１０日（木）

・第９回アジア地域セーフコミュニティー会議厚木

厚木４ロータリークラブ賀詞交歓会に振替

大会実行委員会開催について

点鍾 18：30 レンブラントホテル厚木
が届いております。

・大和中ＲＣ
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12 月 13 日（木）→ 12 月 9 日 交通事故撲滅大

来られる方は当日、事前に用意が忙しくて無理の方は

作戦に振替

現金でも構いませんので、事前にお預かりします。皆

12 月 27 日（木）→ 休会

さんのご協力をよろしくお願いいたします。

1月

━

3 日（木）→ 休会

1 月 17 日（木）→ 休会

【担当：三平

ロータリーの友紹介

━

会員】

が届いております。

今日は年次総会なのでロー

ｰ インターアクトに関して -

タリーの友12月号のご紹介

年始大会については笹生会長の方から言っていただ

をできるだけ簡単にご説明

きました。委員長としては、7名の方が年次大会に出

したいと思います。その前に

席していただいて、場所が三浦学園でしたので非常に

川添さんのことが私の中に

片道遠いところですが、一番多く、うれしく思いまし

色々と浮かんで参りまして、

た。

川添さんとは30年以上のお

━

委員会報告

━

付き合いをさせていただいておりました。ロータリー

【親睦委員会：藤川会員】

に入る前から実は存じ上げておりました。九州から出

親睦委員会、親睦活動として前回皆さんにお知らせし

てこられて本当に苦労されたたたき上げの方です。木

ておりますが、12 月 23 日のクリスマス親睦例会に

枯らしと共に夜空へ旅だったのかなあとそんな印象

つきまして、今年度の方針として、プレゼントは沢山

を思っております。心よりご冥福をお祈りいたします。

あり参加した人全員が何か持って帰れるような。また、

ロータリーの友12月号を簡単にご説明いたします。

参加した子たちにも何か 1 つ以上プレゼントして、楽

3 ページに BARRY RASSI RI 会長のメッセージがあ

しくやりたいという方針なので、皆さんにお願いです。

ります。表紙でフラミンゴが何羽か歩いているのです

参加される人数が、たとえばご家族で自分と奥さんと

が、会長はこれを見て「これはロータリーの世界だ」

お孫さん 2 人なら 4 人となりますので、
その場合は 4

ということを書いています。実は 1 匹だけ左から右へ

つ以上。以上ということは 10 個でも 20 個でも構わ

歩いています。結局会長さんの言いたいことは「色々

ないですけど、お気持ちなので。だいたい 3,000 円

と流されちゃだめですよ。人生の中で色々なことある

程度のもので、できれば物で持ってきていただければ

けれども、好奇心とか勇気とか信念をもって、一人だ

助かります。万一お忙しくて物が準備できないという

け違ってもいいのではないか。
」そういうことが書い

ことでしたら、わたくしの方が幹事の方に何かを、現

てあるという内容でございます。わたくしもじっと見

金でもいいですし、預けていただければクラブの方で

ていますと、そこまで奥深く感じる写真かと思いまし

何か用意するという形をとりたいと思います。これは

たが、それは皆様方のご感想でお考えいただければと

本当、皆さんの気持ちなので、参加してみんなが本当

思います。次に読みますが、後ろから 23 ページ

に楽しくやれるという一つのものになると思うので。

ROTARY AT WORK という記事です。ここには各ク

もう一つゲスト、アトラクションで今回マジシャンを

ラブがどのような活動をしているか載っています。中

お願いしてありますので、当日はお楽しみに。プレゼ

クラブを含めた厚木の事が書かれております。今年の

ントはできれば当日お持ちください。例年ですと我が

８月４日のポリオ撲滅に向けてのロータリーの力を

家にみなさんが届けるのですが、我が家にプレゼント

集結ということで、厚木、厚木県央、厚木中、本厚木

の山ができてしまいます。できましたら会場の方に当

RC,インターアクト、ローターアクトの学生が参加い

日お持ちいただけると助かります。どうしても都合つ

たしました。みんなでポリオ撲滅についてキャンペー

かない場合は、私の方で構いませんのでよろしくお願

ンをしましたという内容になっております。個人的に

いします。

はいい写真だなあと思います。

先ほど私が言ったことで、プレゼントは物で持って

最後になりますが、前のページの俳壇・歌壇・柳壇で
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気になったものをご紹介いたします。

という原則に戻した方が良いのではと。例会費用をど

俳壇の「名月を夫婦で愛でて50年」大変目に浮かぶ

うやって抑えるのか、予算の問題もあるでしょうが、

ような俳句だなあと、わたくしなりにいいなと思いま

毎週やっていると思うと毎週来るのですが、この週休

した。川柳で色んなことが書いておりますが、
「阿波

みだとなると次の週も休んでしまおうかと、仕事をい

踊り踊る阿呆に止める阿呆」どこか香川県で総踊り、

れてしまったりすることもあるので、ぜひご検討をい

本来毎年やるものを止めたところがあるようですが、

ただければと思います。私もまだまだロータリーを楽

それを皮肉って川柳になっております。

しんでいきたいと思ってますし、楽しいロータリーに

分かりやすくインパクトのある説明ありがとうござ

するために協力を惜しまない、努力を惜しまないでい

います。

こうと思っております。これからもご指導ご鞭撻の程

━

お祝い行事

━

よろしくお願い願いいたします。

━

【担当：飯田会員】
≪結婚記念日≫

スマイル

━

☆当クラブ会員のスマイル

山口 昇 会長エレクト 1２月２日
建部 会員 12 月 12 日

【笹生 会長・西 副会長・山口昇 会長エレクト・五
十嵐 幹事・石川 副幹事】

≪会員の誕生日≫

12月だというのに春のような暖かさですね。明日か

佐藤 会員 1１月２日

らは、また寒くなるそうなので皆様体調管理には、お

皆さんこんにち

気をつけ下さい。本日は年次総会です。よろしくお願

は佐藤光輝でご

いします。

ざいます。今日は

【竹内会員】

誕生日のお祝い

山崎さん、いつも写真をありがとうございます。

ありがとうござ

【小島條太郎会員・藤川会員・小沢会員・飯田会員】

います。先ほど約

佐藤光輝さん誕生日おめでとうございます。光輝節で

1か月遅れという

例会を盛りあげてください。

話があったので

【佐藤会員】

すが、11月2日で54歳になりました。54歳というこ

誕生日のお祝いありがとうございました。これからも

とですが、ここのスピーチでは過去2回サザエさんの

がんばります。

話をしておりますが、波平さんと同じ年になりました。

【小島條太郎 会員・小沢会員・飯田会員】

まだ髪の毛は波平さんには勝っているのですが、波平

光輝さん、誕生日おめでとうございます。光輝節で例

さんより若々しい54歳になっているということで、

会をにぎやかにしてください。

過去2年言ってきた目標は達成できたかなと感じてお

■本日もスマイルにご協力有り難うございます。

━

ります。

年次総会

━

11月2日に誕生日を迎えまして、約1か月空いたと。

本日の年次総会について

休会、夜間例会、私のお休みが重なったのですが、来

年次総会という形になっておりますが、延期させてい

週12月12日例会があったら、その次の通常例会は1

ただきたいと思っております。まだ決まっていないと

月23日です。またここで1か月以上空くので、お誕生

いうことですから、ここで発表が必要なのですが、き

日の方大変苦労されるのではないかと思います。

ちっとした結論をだせなければならないかなと。川添

ロータリーを楽しくやっていく為にはみなさん人間

さんの追悼をしたいので、皆さんのご意見をいただき

関係が非常に重要ですので、間が空きすぎるのはいか

たいと思います。

がなものかなと。誕生日のスピーチで言う話ではない

来週もしくはクリスマス前にできれば総会をやりた

と思うのですが、私としては次期年度、毎週1回やる

いと思っております。もう一度委員会を立ち上げて、
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よろしくお願いしたいと思います。

兄さんとあって食事したりしました。小中時代は下校

本来齊藤さんがやらなければならないところ、用事が

すると畑に行かされて、畑仕事をしないと何もさせて

できて休みをされましたので、私の方でやらせていた

くれない。その話を忘年会に話したら、それはすごい

だきます。一部の一役員が決まったところもございま

という話になって、自分の自叙伝を書き、空前のヒッ

すけれど、ここだけ発表するわけにもいかないところ

トで。だいぶ売れたようです。小さい時から苦労人で

もございますし、ちゃんと決めてから発表した方が皆

日本チャンピオンをとって、世界に理容関係でコンテ

さんの為にもいいのかなと。これから人数が少ないけ

ストに出て、世界ではトップになれなかったけど、腕

れども、会員増強も皆さんで協力していただかないと、

があったと。その後一生懸命頑張って店舗を増やし、

会が進みませんから協力していただきたいし、私がや

晩年は一番素晴らしい状態で息を引き取ったと私は

るという人は手を上げていただきたい。よろしくお願

考えます。苦労すればしたなりの人間形成ができるの

いいたします。

ではないか。私なんかは苦労も大してしてない。これ

━

追悼 川添 勝憲 会員

━

【朝倉会員】

から先苦労が待っているのかと、つらいものがありま
す。ロータリーの仲間を中心に頑張っていきたいと思

川添さんは生まれが鹿児島、

います。

享年75歳がん。亡くなる１

【飯田会員】

週間前位に見舞いに行きま

ロータリーに入って時間が

した。最初は口きけないし、

経っていない頃、例会場であ

応対という程ではなかった

る日すれ違った時に呼び止

が、15分位雑談していた時、

められて、ネクタイが曲がっ

合図を。切ないというか苦し

ているとその場でなおして

いというか。病気の苦しさは感じなかったが、切なさ

もらい、付き合いが始まりま

が。合図が出たから引き上げました。それが最後で。

した。川添さんの著書を読み

それからあった言う間にあのような結果になりまし

返してみましたが、幼くして修行の道に入って、今日

たけれども、彼はそれなりに鹿児島から出てきて、今、

のあの大組織を作り上げるまでにも長い凄まじい努

店舗が26店舗愛知県の方までやっていますので、ま

力に改めて敬意を表したいと思います。後継者もおら

あ成功者と思っています。ですけど、跡取りが39歳

れたようでございますから、心残りの事もあったと思

位で結婚していないので、早く結婚するように煽った

いますが、組織を残していてもらえるのではないかと

のですが、そんな状況でした。奥様と息子さんは立派

思います。故人に感謝しながらご冥福をお祈りする次

に後を継いでいくと思います。店舗が多いですから。

第でございます。

一時、今から15～20年前下火の時があったのですが、

【藤川会員】

「だれか車ではねて殺してくれ」というような時代も

川添さんの印象は明るく楽

ありました。その後復活しまして、奥様がそんなこと

しくなければロータリーの

ではダメだと。今は大成功ですが、病には勝てなかっ

意味無しということで、何回

たですね。

か例会で雰囲気が悪くなっ

【小島條太郎会員】

た時に川添さんがしゃべっ
毎年12月の頭、月曜日に忘

て雰囲気を変えたことを覚

年会を盛大にやっていて、呼

えています。2012－13年

ばれて話をしてくれと。彼は

会長時、事務所においでになって、今日返事をくれな

鹿児島に私と朝倉さんと3

いと帰らないということになり。私の一存ではどうに

人で実家に行って、実家のお

もならず、責任のある事なので、家内に了解を得ない
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とと言ったらかみさん呼んでよと言われ、川添さんの

した。続きがあるとおっしゃられていたので、非常に

勢いと明るさで言ってくれ、会長をやらせていただく

残念だなと、続きを聞きたかったと心残りであります。

こととなりました。髪が黒い時は若々しくて、白くな

ご冥福をお祈りいたします。

っていた時、一瞬新しい会員が入ったかと思って。川

【佐々木会員】

添さんは沢山仕事したし、沢山遊んだし、いい人生を

川添さんは中クラブに長く

送られたと思います。今はご冥福をお祈りして、残さ

在籍し、お付き合いも長くさ

れた厚木中RCの皆さんの健康またクラブの発展を天

せていただきましたけれど

国から見守っていただければと思います。川添さんあ

も。健康にはかなり気を使っ

りがとうございました。

ていたと思います。健康グッ

【小沢会員】

ズを販売するぐらい気を使
私がお会いしたのはJC時代

われておられた。定期的に健

ですので、35年くらいにな

診を受けているんだよということでしたが、あれだけ

ると思います。中RCで再会

やっていながら負けるかと。発見されて手の施しよう

をしました。川添さんは横浜

がなかったと。本当にあり得るのかと。入院されてる

にマンションを持っておら

とお話を聞いて東海大学にお見舞いに行ったときに

れて、そこが横浜の住宅供給

は、非常に元気でこれなら復帰できるのではと思った

公社が販売したベイクォー

ほど元気でした。その時に彼が話したのは肺がんだけ

ターのちょっと先なんですが、マンションの管理組合

れど、肺がんの治療はできないので、脳の方へ転移し

の理事会か役員会か、たまたま私が代表をしている県

ていて、脳を先に治療するのでまだ手を付けられてい

の幼稚園連合会が横浜住宅供給公社の隣の業務棟の5

ないとの話でした。脳の方の治療が終ったからか、元

階フロアを買い取り、我々の事務局にしています。小

気な状態で会えたのかなと思います。一日も早く戻っ

沢君も一緒のマンションの管理組合の仲間だねと言

てきてよと励まして帰ってきたのですが、それから間

われ、週に2.3回行くことを申し上げたら、部屋へお

もなくなので非常に残念な思いであります。皆様方も

いでよとおっしゃられ、会議の冒頭挨拶をし、中はす

十二分に自分の体の方は気をつけていただき、十分な

べて抜けてコーヒーを飲みに川添さんのお部屋へ伺

ことはないんだなという思いで、気をつけていただけ

い、2人で談笑した思い出があります。たいへん眺め

ればと思います。これ以上人数が少なくなるとクラブ

の良い素晴らしいお部屋で、1～2時間お話をした記

が大変です。一人でも多く増えていかなければいけな

憶がございます。健康には随分気を配られて、いろん

い状況にあるのですから十分認識していただきたい

な療法をやっておられて、体を大事にしてくださいね

と思います。川添さんのご冥福をお祈りいたします。

とお話しした記憶がございます。私の印象ではあっと

【山崎会員】

いう間になくなってしまったなという印象でござい

歳の差がちょうど10年あり

ます。川添さんのご冥福をお祈りいたします。

まして、若い時は交換留学生、

【佐藤会員】

女性が多かったのですが、必

私は入会してまだ5年ほどで川添さんとは皆さんが披

ずお店に寄って、理容の仕事

露されるようなエピソードはなく、ただただいつも明

を通して子供たちの面倒を

るい笑顔を思い出します。川添さん煙草を吸われるの

見てくださり本当にありが

で、喫煙所で顔を合わせて、些細なことで笑いを提供

たかったと思います。留学生

してくださり、今でも喫煙所に現れるのではと思いま

ですからやはり行くところもあまりなく、大変だった

す。今年の４月ぐらいに卓話をやっていただきました。

のですが、川添さんはそれを良く分かっておられ、お

ご自身の半生を語るような卓話をやっていただきま

店へ呼んで面倒を見て、本当にありがたく思います。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

12:30 ＝

本当に惜しい人を亡くしたなと思います。これからも

くなられた。杉田さんが本厚木クラブに移籍された後

我々を見守っていただき、楽しいクラブにしていきた

若い年齢で亡くなられたと。昔、小島会長の時に幹事

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

をやり、その時にクラブで初めて高井さんという方が

【和田会員】

C 型肝炎でなくなり、現役会員でなくなったのは高井
非常に残念なことで、川添

さんが初めて。初めてクラブで葬式の色々な事をやっ

さんがクラブの会長が私の

たことが思い出されましたのですけれども、若い人が

次で、物事がスピーディー

亡くなることは周りで見ていても辛い事です。川添さ

で割り切りの早いお人柄だ

んはいつも健康診断などをやると、私はいつも真ん中

と思い出として残っており

に収まっているんだ、すごいだろうとかなり鼻高々と

ます。喫煙者が少なくなっ

いうか威張っていました。いろんな所で自身たっぷり

たのですが、喫煙室でお話

でここへ来ていた人ですけれども、ああいう人でも見

ししているとおしゃれでダンディーだったですね。そ

落としがあるのだと、あまりにも突然に急激に悪化し

れも非常に記憶に残っていて颯爽として、まさかお亡

たということで、大変自分でも戸惑っています。長い

くなりになるとは残念で悲しいことだと思っており

付き合いでしたけれども、突然去られると非常にさみ

ます。

しいものだなと、そんな気持ちでいます。

【竹内会員】

【小島正伸会員】
川添さんのお店を掃除して

川添さんとは長い付き合い

いましたがお会いしたこと

で、先日お見舞いに行った

がなく、中ロータリーで初

時には非常に元気で。ただ

めてお会いしました。川添

驚いたのは、内臓にだいぶ

さんは掃除を担当してない

転移し、脳にもきたと。6カ

ので、下の人が担当してい

所腫瘍ができて、それを取

たので、事務所でお顔を拝

ったんだと。これから内臓

見することはありましたが、お話をしたことがなかっ

の方も手術して再起しますと。マンションを売ってで

たです。中ロータリーに入って初めてお話して、それ

も治すんだという話をしたとき、長い付き合いの中で

がきっかけです。病気になって入院したということを

一時不況で厳しい時も復帰できたので、不死身なんだ

聞いて病院にも行ったのですが、脳に腫瘍ができて小

からガンを治して出てこいよと。特にこの卓話でもう

さくなったのでと聞いて大丈夫だと思ったらいきな

1回話すと言ってくれていたので、復帰できると思っ

りのことでした。

ていたから残念だなと。本当に残念です。

【吉川会員】

【中野会員】

川添さんとの接点は、昔頭のカットをやってもらって、

哀悼の言葉をささげ、ご冥福をお祈りしたいと思いま

あの時はパーマをかけてたんですが、弟子がやってく

す。

れ、最後は川添さんが直すと。川添さんの皆さんに配

川添さんとは、私は昔中野園芸という会社をやってい

られた本にもあるように、楽しく苦労した方です。十

た時がきっかけでございました。その後ロータリーで

分に人生を楽しんだと思います。ご冥福をお祈りいた

お会いしていろいろありました。いつか川添さんが本

します。

を片手にして皆さんにお配りしたと思いますが、彼の

【出口会員】

経営に対する理念、素晴らしいお話をされたことを覚

川添さんが亡くなったという話を聞き、彼は私より若

えています。川添さんが会長をやった時に幹事を受け

いのですが、若い人がいきなり先に亡くなるとはつら

てくれないかと言われたことがあります。私は他の職

いものですね。昨年は原田さんが原因不明の病気でな

務が大変な時期だったのでお断りをしてしまったの
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ですが、その後幹事をやらしてもらいました。川添さ

思います。謹んでお悔やみ申し上げます。

んが他界され、悲しい思いであります。いろんなこと

【池本会員】

を言ってくれた川添さんの言葉、人柄に対して非常に

1年少し前に厚木中ロータリーに入会したのですが、

感謝をしております。

最初の方によくわからない時に席を隣に座っていた

心からご冥福をお祈り申し上げます。

だき、飲みに行こうとお誘いいただき、飲みに行って

【堀米会員】

色々教えていただき、そこからロータリーの事が少し

川添さんとは直接厚木中ロータリーに８月に入会さ

わかりはじめたかなと思います。非常にやさしい方で

せていただいて、からみはないんですけれども、わた

した。入院されたと聞いてお見舞いに行った時も、ガ

くしどものホテルの中にアールグランデという美容

ンという話だったのに、明るく前向きにおっしゃって

室がございます。川添さんのお店なんですけれども、

いたので。聞いている内容より重たい病気としか思え

そちらで面識がございます。先日通夜にも参列させて

ないのに、あれだけ前向きな姿勢を崩さず対応できる

いただきました。お弟子さんたちがいっぱいいて、立

人の強さ、悲観は感情に属して楽観は意志に属すとい

派な人だったのだなと改めて思いました。アールグラ

う言葉もございますが、非常に意志の強い、見習うべ

ンデ他国内26店舗、お弟子さんたちが継いでくれる

き人と心の底から思っております。ご冥福をお祈りい

と思います。天国で安らかに見守っていただければと

たします。

川添様のご生前のご功績を偲び、
ご冥福を心よりお祈り申し上げます
厚木中ロータリークラブ

―例会スケジュールー
日時
12/12
12/19
12/23

点鐘 12：30

内

容

年次総会・１２月度理事役員会
休
日曜日

会場

《出

レンブラントホテル厚木
担

当

会

長

席

率》

会員数

欠席者数

29

6

会
クリスマス例会

12/26

休

会

1/2

休

会

クラブ管理運営委員会

出

席

率

前々回修正出席率

95.65 ％
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86.96 ％

