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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 石山 智司 会長エレクト 新宅 文雄 幹 事 桜川 誠

№２１第２４９３回 例会 令和２年４月２日

■司会:瀬戸 亨一 ■点鐘：石山 智司 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・4月9日：休会・4月16､31日：新型コロナウィルス感染症拡大予防のため休会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者（４名

２４９３回 16(14) 10 71.43％ － － 原、太田、井上、桜川さん

)２４９１回 16(14) 16 100.00％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

3月5日、3月19日の例会は新型コロナウィルス感染

症拡大予防のため休会。1ヶ月ぶりの例会が開催さ

れた。

◇おめでとございます

誕生日祝：守屋紀忠さん(4／20)

嬉しくもあり、嬉しくもなしの年になってきました。

河本さんと10歳違いです。健康で長く自分の仕事を

して行きたいと思います。

君
が
代
・
奉
仕
の
理
想

◇出席報告 百瀬恵美子委員
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◇会長報告 石山智司会長

皆さんコロナで大変ですけど，自分だけでは守れま

せんので，十分気をつけて下さい。

今月、第3，第5木曜日の例会、今日の理事会は中

止にしますのでよろしくお願いします。

◇幹事報告 大藤勉直前幹事

1．神奈川県ロータリアン親睦テニス会中止。

2．2020年国際大会中止。

3．平塚、平塚湘南、平塚北、平塚西の4クラブは4

月中の例会は中止。平塚南ＲＣは明日は開催、

以後は中止。

4．ＰＥＴＳ中止。Ｗｅｂ会議に

5．ポリオ根絶チャリティコンサートは4月5日は

6月25日に延期。

6．公共イメージ委員会からアンケート依頼

7．前回3月19日の理事会決定事項：

・6月納会例会18日を25日に変更。

・4月16日予定の平塚ＲＣとの合同例会は延期

・財団追加寄付要請額は一人当たり1万円に決定。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 河本親秀委員

河本さん90歳おめでとうございます。石山会長：

：河本さんお誕生日おめでとうございます。大藤さん

90歳でも車の運転、ロータリーでも細かな仕事まで

しっかりこなせて素晴らしいです。これからも宜し

くお願いします。

：河本さん90歳おめでとうございます。こ守屋さん

れからも元気で!!

：河本さん90歳おめでとうございます。百瀬さん

：河本さん誕生日おめでとうございます。田中さん

何時までも元気でご指導お願いします。皆さん新型

コロナウィルスに負けないで頑張りましょう。

：河本さん卒寿お誕生日おめでとうござい新宅さん

ます。

：今日は久しぶりに皆さんのお顔を拝見出布川さん

来て嬉しいです。河本さん誕生日おめでとうござい

ます。

：河本さんお誕生日おめでとうございます。鈴木さん

ますますお元気でご活躍下さい。大磯ロータリーク

ラブ創立54周年おめでとうございます。

：皆様お久しぶりです。お元気な姿嬉しい河本さん

です。大磯ロータリークラブ創立54周年おめでとう

ございます。誕生日祝い有り難うございます。出来

るだけ長生きしたいと思います。

：皆さん全員から誕生日スマイルを頂き有河本さん

り難うございます。今日は休会にすべきところを私

のために開催いただたという思いで恐縮しておりま

す。心より感謝申し上げます。
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☆財団委員会よりお願い：

新宅文雄さん(井上財団委員長代理で)：

今期は思いかけないお金を皆さんにお願いしまし

た=ウガンダにトイレ建設、ウガンダへ会員派遣、

サッカーゴールの寄贈等=それで今期の財団、米山

寄付は半額でと言う意見が出ましたが、百瀬さんが

しっかり資金を出して頂きましたので、後皆様から

1万円お出し頂ければ目標が達成できますので、よ

ろしくお願いします。井上財団委員長になり代わり

お願い致します。

：ウガンダトイレ建設報告書に石山会河本親秀さん

長のサインを頂いて、ガバナー事務所に提出しまし

た。地区補助金管理委員会からこれでＯＫですとの

返事を頂き，一件落着で肩の荷を下ろしました。皆

様のご協力に感謝申し上げます。

：社会奉仕委員会からご検討お願いし田中敏治さん

たい=毎年恒例の美化キャンペーンは5月24日(日)に

行われます。町の担当者から昨年までのゴミ集積場

がなくなるので、別の希望の場所を申し出て欲しい

とも事です。駐車場が近いところでないと我々が集

まるのは難しいので，例えば六所神社周辺、または

吉田邸の下の海岸は今回も集積場が設置されるので

布川支配人と相談して，プリンスホテルの第3駐車

場を使用させて貰えば其所にするか？来週中に区長

会があって区割りを決めるとの事なので、それまで

に文書で申し出ることになります。=駐車場から歩

いて行ける場所を条件に、田中さんに町との交渉を

一任する事に決定。

点鐘：石山智司会長

河本会員卒寿お祝い会
司会 百瀬恵美子さん

私の雰囲気と成り行きで進めさせて頂きますので

よろしくお願い致します。

：本日は河本親秀さんの卒寿を短い時石山会長挨拶

間ではありますがお祝いしましょう。皆さんも90歳

まで頑張って下さい!!

感謝状贈呈：石山会長

バースデーソングと卒寿祝ケーキの蝋燭吹き消し入

生まれて初めての事です河本(^0^)刀:
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お祝いのメッセージ=1人2分以内=

：本日はおめでとうございます。うちの親石山会長

父は76で亡くなりました。10年前から足腰がおかし

くなって･･･。1日前に負んぶして東海大へ行って・

・、翌日の朝亡くなっていたんです。河本さんを拝

見していて足腰が丈夫で運転が出来る人ってちょっ

と居ませんよ！これからも大磯ロータリークラブの

ために頑張って頂きたいと思いますのでよろしくお

願い致します。

:河本さんおめでとうございます。スマイ大藤さん

ルにも書いたんですが90歳でプリウスを運転される

のは素晴らしいなと、頭の回転も速いしロータリー

の事は何でも知っておられるので、困った時は＆困

った時の河本さんです。息子さんが私より2~3歳下

ですので、私の親父の世代になるんでしょうか？さ

っき石山さんのお父さんが亡くなったのが76歳です

が私の親父は65歳で、私の下の息子が生まれてすぐ

でしたのでもう30年経ちます。

お元気で素晴らしいなと思います。どういう秘訣が

･･･？ロータリーをやっているのが良いみたい(^0^)。

年を取ると半日は動いて半日は頭の体操が良いとか，

ある私大の教授が半日は本を読んで、半日は庭いじ

りで100歳くらいまで行かれた。今日は卒寿ですが

次は白寿のお祝いです。頑張って頂きたいと思いま

す。本日は誠におめでとうございます。

：河本さん90歳の誕生日おめでとうござい田中さん

ます。入会して5年目ですが、何時も河本さんは穏

やかにニコニコと受け入れて下さり、長く休んで来

た時も”おう来たか”と優しく受けて下さり感謝し

ています。90歳でお元気で，ロータリーに長く，詳

しくておられるので、これからもご指導を頂いて参

りたいと思います。本当におめでとうございます。

：河本さんおめでとうございます。河本さ鈴木さん

んは私の母と同じ歳で，少し年上の父が20年も前に

亡くなっていて、お父さんみたいな感じで何時も温

かく見守って下さって、これからも穏やかな河本さ

んでいらして下さい。これからも元気で活躍して下

さい。

：河本さんおめでとうございます。私の親瀬戸さん

族に中で90歳まで生きている人は居ませんし，卒寿

という言葉を初めて聞きました。河本さんには何を

訊いても必ず答えて頂いて頼りにさせて頂いており

ますし、色んな事を現在進行形で教えて貰っていま

す。この間エキシブに泊まりに行った時、河本さん

と風呂に入りながらかなり長い時間、昔の戦争時代

の事とか今まで聞いた事のなかった話を聞いて，な

かなか風呂から出る気にならなかった事を覚えてい

ます。河本さんの強いお勧めでウガンダまで行きま

したが、何から何まで河本さんのご指導を賜りなが

らやって行けたらと思っています。これからも元気

でやって下さい。

：河本さんおめでとうございます。私はロ布川さん

ータリークラブにお世話になって1年ですが、河本

さんが凄いなと思うのは面倒見の良さと気遣いの細

やかさで、凄い方だなと思ってこの1年来ました。

色々ロータリーの事を教えて頂いて感謝しています。

私の道しるべとしておりますので、ますます元気で

ご活躍頂ければと思います。今後ともよろしくお願

い致します。

：河本さんおめでとうございます。私は河守屋さん

本さんと笹尾さんに叱咤激励されてロータリーをや

ってきました。河本さんの穏やかな顔と笹尾さんの

荒々しい顔と両極の顔の中で10数年間やってきまし

た。私が今色々な事がやれるのはその時があったか
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らだと思います。ロータリーに入る前から内容は聞

いていたが、入ってみたら肝心なところはかなり違

う事が分かって吃驚した=昔は偉い人が多くて大変

だったと聞かされて、少しびびって入った感じがし

ましたが、私が入った時は穏やかな人が多くて色ん

な事で尻を押して貰ったという事で今があると思い

ます。今後ともご指導の程よろしくお願いします。

：僕の場合クラブに入った時は50歳、今83新宅さん

歳になりました。33年間=中間でちょっと抜けてい

ますが＝入った時の例会は堅かったですね。冗談も

出ないし、唯々重たかった。後藤さん、酒井さん、

橋本さん等色んな方がいらっしゃいましたね10年経

った頃に弁護士の大堀さんが「新宅さんもう還暦だ

から思った事を言おうね」と言いました。言いたい

事が言えなかったですね。弁護士でも言えなかった

んですね(^0^)。河本さんがガバナーになられた時

に片野さんが地区幹事をやられました。僕らは副幹

事をやったんです。大磯クラブからは私、宮代幾三

さん、大野清一郎さんがやりました。それからロー

タリーがだんだん面白くなった。片野さんとＩＭを

全部廻りました。河本さんがガバナーで私が副幹事

をやった事で今日まで私のロータリーが続いている

のかなと思います。平塚の人達に随分知り合いが増

えました。平塚の方は河本さんを随分支えてくれま

したね。

河本さんが京都の一燈園の話をされました。得の道

と損の道があれば損の道を行きなさい。その道を行

ってまた分かれ道があったら損の道を行きなさいと

言う話をしっかり解説をつけてされました。またジ

ョンソンの話ではこちらに来るについて随分苦労さ

れた。地元の反対者がジョンソンが来ると農水道や

川に毒を流すなどと騒いでいました。その火消しの

ために河本さんはロータリーに入って一所懸命にや

られました。自己犠牲を払うと言う事を教えられま

した。私はクラブに入るまでは自分で商売をやりた

かったしお金が欲しかったし，竈の灰まで自分のも

のだという意識がありました。それは違うのではな

いか？盥の中で手元の水を向こうへ押しやればこち

らに戻ってくると誰かが言ってました。ロータリー

に入って良い先輩に恵まれまして，それから次々に

いい人との出会いがありました。不思議なものです

ね。有り難いなと思っております。90歳で素晴らし

い人生を送っていただき、ただ生きているだけの90

歳ではつまらない、若い時と変わらない活躍が出来

て90歳。我々も河本さんを見習って、90歳でも色々

出来ますよ言うようになりたいと思っています。99

歳の白寿、100歳の百寿、その上は茶寿108歳、珍寿

110歳、皇寿111歳，大還暦120歳。120歳までまだま

だあります。頑張って下さい。

：卒寿の誕生日おめでとうございます。私百瀬さん

が入会して5年目に河本さんが会長の時(2010-11年

度)に幹事をやらせていただきました。その時本当

に易しくロータリーの事を教えていただいて、ロー

タリーを少し深く知った切っ掛けになった年かなと

思います。次の年度に会長をやる事になりまして，

その時も河本さんにご指導のお陰で無事会長を務め

ることができて，ますます河本さんの優しさ思いや

りに感謝の思いでやって参りました。昨年も私がガ

バナー補佐をやる時に河本さんのサポートによって

無事務めることが出来たことも私のロータリーの１

ページとして感謝の思いでいっぱいです。私にとっ

てロータリーと言えば河本さんです。また人生の目

標であり、憧れの先輩です。これからも何時までも

元気でいて下さいね。次は白寿の席に参加したいと

思っています。今日は本当におめでとうございまし

た。

石山会長より表彰状贈呈

表彰状

河本親秀 殿

あなたはクラブに入会以来

永年、ロータリークラブの模範

的会員として活躍し、顕著な社 会奉

仕活動に貢献されました

よってここに記念品を贈りそ

の努力と功労を表彰します。

令和二年四月二日

大磯ロータリークラブ

石山智司会長
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ケーキタイム

：先ほどのお誕生日ケーキカットされたも百瀬さん

のが皆さんに配られますので、10分くらい休憩して、

河本さんに記念品を贈りたいと思います。

：立派な誕生日ケーキカットやローソクの河本さん

吹消しなど、90歳にして生まれて初めてです。お心

（会場：百瀬さん遣い本当に有り難うございます。

が考えたことだよ!!）

：我々の年代はケーキなんかなかったよ。守屋さん

（会場：紅白饅頭?!(^0^)）

（歓／雑 談）

ケーキが出るようになったのは昭和30年代に入っ

てからでは･･？。長島や王が出て来た頃、日本が豊

かになり始め、39年のオリンピックで国際化が進ん

だからでは。夫々の生まれ育った頃の時代相や河本

さんが働いていたジョンソン(昭和47年大阪から大

磯に転入)に関する思い出話等わいわいガヤガヤ･･･。

記念品贈呈
：新宅さんのお知り合いが手作りの陶器を百瀬さん

焼いておられるので、河本さんに特製の陶器でお茶

を飲んでいただきたい

ので用意しました。

：大磯町で若新宅さん

い人がやっている「器

の日」というのがあっ

て、そこへ出店してい

る窯元の人(平塚在住)

の作品です。

「青磁湯飲み」祝卒寿、大磯ＲＣサイン入

＆

「胡 蝶 蘭」

記念品に添えられた祝辞

祝卒寿

九十歳の誕生日おめでとうございます

パストガバナーでありクラブの第一線でも

活躍され続け四十八年間継続された事は

誠におめでとうございます

河本さんはクラブの宝であり誇りであります

十年後百寿のお祝いさせて下さい

河本親秀様

二〇二〇年四月二日

大磯ロータリークラブ

会長 石山智司

：もっと時間を掛けてしっかりしたことを百瀬さん

やりたかったんですけど、こういう情勢の中で、無

理矢理河本さんのお祝いを皆で是非やりたいという

事でやらせていただきました。河本さん益々お元気

で、憧れの的として、いて下さい。
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河本さん 挨拶

今日は新型コロナウィルス感染症予防対策のために

例会は中止になると思っていましたのに「河本の卒

寿祝い」をするために例会を開いていただいたと承

っており、何とお礼を申しあげれば良いか分かりま

せん。本当に有り難うございす。

私は昭和5年3月24日生まれです。小さい頃は体が

弱くて頻繁に医者にかかり、両親にとって心配ばか

りかける子だったようです。それが90歳まで生きた

ことは自分でも不思議なくらいです。小さい頃に親

が一生懸命愛情をかけ、お金をかけて私の健康のた

めに色々やってくれたお陰かなと。それと父親が80

歳、母親が92歳まで生きたので長寿の血筋でもある

かとも思います。私は両親の寿命を足して2で割る

と86歳、それに＋3年は生きたいと思っていました。

それを卒業して90歳になりました。今のところ一病

息災で元気にやっています。

80歳までは年齢というものを全く気にしたことは

なかったです。ところが人様から80歳、80歳ともて

囃されてから年齢が気になり始めて、以来一年ごと

に体力が落ちて行くような気がします� 。歩く時、

何故かバランスが悪く、ふらついて一直線に歩けて

ない気がするようになっていて、もっと散歩して足

を強くしないといけないなと思っています。

ちょっと調べてみましたら日本人の平均寿命が12

0年前から統計があって、

1900年(明治33年）男43.97歳、女44.85歳。1950年

(昭和25年)男58.00歳、女61.50歳。2000年(平成12

年）男77.72歳、女84.60歳。2019年(令和1年)男81.

25歳、女87.32歳。とあります。この120年間で男37.

28年85％増、女42.47年95％増と殆ど2倍の寿命とな

っています。

現在10歳の子供の50％は100歳まで生きると推定さ

れています。

100歳以上がどれだけいるかというと：

1963年（昭和38年）153人

2019年（令和1年）71,274人

2020年（令和2年）推定90,000人超 平均健

康寿命といって、他人様のお世話にならず元気で生

活できる年齢の調査があり、昨年度は男72歳＝平均

寿命より9年短く、女75歳＝平均寿命より12年短く

なっています。私は幸運にも九十歳で元気に動けて

います。

先ほどロータリーは長生きに良いんかなと言う話

が出ました。私はこの４年間、茅ヶ崎市の鶴嶺東地

区社会福祉協議会の会長をして参りました。高齢者

対象の会合が多いので機会があると健康寿命の話を

します。識者が唱える健康長寿の３本柱というもの

があります。

1．栄養＝特にタンパク質の摂取と口腔ケア

2．運動＝たっぷり歩く、脳トレをする

3．社会参加＝皆と一緒に食事をする、ボラ ンテ

ィア活動をする

ロータリーは会員が集まって美味しい食事を一緒

にしますし、色々役割を与えられて立案/実行する

ので脳トレ、ボランティア活動

が自然に出来ますので、ロータリー活動は運動を除

き健康長寿3本柱を備えていると言えます。私は48

年、人生の半分以上ロータリーをやらせて頂いてい

ます。特に24年前ガバナーをして以来、ロータリー

にどっぷり漬かった生活をし、13年前からは地域社

会活動にも参加させて貰って、それが元気の素とな

っているかなと思っています。

先ほど新宅さんも話しておられましたが私も48年

前入会（昭和47年8月、クラブ創立5年目）した時は

例会に出席しても、ものも言えず、食事も喉を通ら

ぬ位緊張していました。それはジョンソン社が大磯

に工場を建設する時、農業用水路を違法に壊した

（事実無根）と、或る政党がクレームを申し立て、

訴訟を起こしたんですが、その代表に押し立てられ

たのが、大磯ＲＣの初代会長の難波さんで、当時健

在でしたので、私のクラブ出席は敵中に居るような

思いでした。1年経ったところで訴訟の経緯も視て

の事だと思いますが、当時の橋本会長がジョンソン

から河本さんを入会させるについて異論もあったが、

来て貰って良かったではないかと問いかけられ、皆

も肯定され、ホッと安堵した事を思い出します。そ

れから8年経った時に会長に推薦されて以来100％の

出席が続いています。

（中略）
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戦争中、昭和20年6月15日、旧制中学4年生の時に空

襲で家を焼かれ危うく死ぬ思いもし、貧乏のどん底

生活を経験しました。昭和22年、中学5年を卒業し

当時の5大ラジオメーカーのひとつ双葉電機(株)で

働きながら新制高校夜間部に通い卒業しましたが、

戦後の不景気で会社が倒産、昭和24年再開した大阪

証券取引所に就職、26年4月夜間の大阪市立大学商

学部に入学出来ましたが、昭和25年南北朝鮮戦争が

勃発し、そのお陰で日本が大好景気になり、急増し

た証券取引の煽りを受けて当時コンピュータのなか

った時代で、証券取引所は連日徹夜で業務を捌かね

ばならない状況に追い込まれ、夜間学校に行くなら

辞めろと言われ、生活維持と勉学の挟み撃ちで悩み

ましたが、見かねた父の勧めで、父の働いていた

（株）ケントク＝当時社員30名程度の弱小企業で、

何時潰れるか心配なくらいの会社でした＝に学校に

通う事を条件に入社しました。

ケントクは｛道と経済の合一」を願う「祈りの経

営ケントク」と自称し、京都山科にある西田天香さ

ん主催の一燈園の教えを経営信条にする会社でした。

一燈園は「無一物中無尽蔵]、「下座の生活」「損

と得の道があれば損の道を行く」など「争いのない

生活を行じる」道を実践する人々が集まって一般財

団法人懺悔奉仕光泉林と称する施設内で生活されて

います。

ケントクは始業時と終業時に社員が礼堂に集まり

「ケントク悲願」：朝礼で

謙遜賢明剛健の徳を養い、仕事の第一は人間をつく

る事でありますように

働く事が楽しみであり、利益は喜びの取引から生ま

れますように

商いを通じて人と仲良くなり、経済を以て世界平和の

お役に立ちますように 合掌

夕礼では ：「ケントクの祈り」

はかなきは金銭

頼りなきは地位

人の思惑も苦にせず、ただひたむきに 懺悔

の一路を歩み、報恩の托鉢を致します

合掌

を唱え、社員もその実践に努力していました。

昭和30年大学を卒業して、そのままケントクに勤

め財務担当責任者になり、会社の成長に資金調達が

追いつかず、資金繰りに大変苦労していました。昭

和37年ＳＣジョンソン社＝ワックス、クリーナーの

世界一の多国籍メーカー、売上高100億ドル、今も

同族会社＝から業務提携の話が来て、交渉中に、お

互いの経営理念=社員を大切に、顧客に喜ばれる経

営=が大変似通っている事から、創立者の鈴木社長

(1944年ケントク創立)の決断で過半数の株を譲渡す

る事になりました。社員の地位や職務は変わらず、

資本金を4倍に増資し強い財務体質の会社に変わり

ました。 鈴木社長は1963年ダスキン社創立、1964

年ケントクを退社、1971年Mr.ドーナッツ設立され

ました。私は財務担当の仕事を続け、1972年に本社

工場を大磯に移転、その時ジョンソン社を代表して

大磯ロータリークラブに入会、1990年社長室長兼務

の常務取締役で退職しましたが、ロータリークラブ

はそのまま今日まで続けています。

自分の人生の柱になっている思いは「人のお役に

立てる事が嬉しい」「人の喜びが己の喜びになる」

人間になれるよう努力するという事です。これは若

い時(ケントク入社前)に失恋をして、その苦しみを

克服したいと本を読みあさり、その時出会ったのが、

東大の河合栄治郎教授の唱えられている「人格主義

的理想主義」でした。「どんな事があっても全て自

分のプラスにする、マイナスにしてはいけない。全

て受け入れて自分の人格を向上させる糧にしなさ

い」という事でした。自分でどうすればそれが出来

るか分からないけれど、そうしないといけないんだ

と思い定め、その後、大学生活、ケントク/ジョン

ソンの会社経営/管理の実践、ロータリーの奉仕活

動等を通しての体験や多くの人達との交流で磨かれ

て、人生の柱になる考えが出来てきたように思いま

す。ただ自分で具体的で明確な何かに成りたいと言

う目的は持たず、目前の自分に与えられ、期待され

ている事を自分らしくやり遂げようとして来た結果

が今日の自分を形成しているように思います。

(中略)
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今日は新型コロナウィルス感染拡大予防緊急事態宣

言下に皆様が私の卒寿祝いのために出席頂き、お祝

いケーキ入刀セレモニーや卒寿祝い記念特製湯飲み、

表彰状授与などと生まれて初めての盛大な誕生日祝

いをして頂き本当に有り難うございました。出来る

だけ長生きしたいと思います。

河本さんにとってロータリーとは新宅さんの質問：

何なんでしょうか?

：ロータリーは自分を生かし、育ててくれ河本さん

る場ではないかと思っていますが･･･。

：河本さんに笹尾さんと同じ百瀬さんより提案

ように毎例会5分くらい｡九十歳人生の生き様、ロー

タリーに対する思い、等準備できた段階で良いので

河本時間を作るのでお願いします。

：河本さんの誕生日の新聞を取り寄せしま新宅さん

した。朝日、読売、毎日、ジャパンタイムスの4紙

です。毎日新聞は当時東京日日新聞と称していまし

た。

記念写真撮影：

：大磯ＲＣ創立53周年記念品=お菓子＝お瀬戸さん

持ち帰り下さい。=創立記念日は1967年(昭和42年）

4月13日です＝


