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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

お元気でお過ごしでいらっしゃいますか？  

誠に私事で申し訳ないのですが、この度、先週

1 月 27 日に父・関本 信が永眠いたしました。

生前、大変お世話になりました皆様に心より御

礼申し上げます。本来であれば喪中でございま

すが、藤沢北ロータリークラブで入澤さんのお 

父様と同時期にロータリアンでもありました 

 

父からは、会長になった本年度は必ず全例会に

出席しなさい、休んではならない、と何度も言

われておりましたので、この場でご挨拶をさせ

ていただくことをお許しください。 

父はここ数か月体調が悪化しておりまして、昨

年12月に転倒して大腿骨を骨折いたしました。

入院してからは機能がいろんな意味でどんど

ん落ちていきました。1 月 7 日にうちへ戻って

参りましたが、食事もできなくなり全介助にな

りました。数日前より苦しんでおりましたが、

最期は在宅で穏やかに眠りにつきました。 

1924 年大正 13 年山口県下関彦島生まれ。父親

は海軍の軍医、母親は彦島の神主の家の生まれ

でございました。父親が海軍の軍医であったた

め、長崎・佐世保・横須賀などを転々としてい

たようですが、高校は横須賀中学、その後水戸

の高等学校へ参りまして、北海道大学の医学部

に行きそのとき終戦を迎えております。中学時

代より剣道部、剣道部。剣道ばかりをやってい

たようです。 

昭和 42 年に藤沢で医院を開業いたしました。

その後、昭和 58 年から 12 年間、藤沢市の医師

会長を務めさせていただきました。そのころ、

藤沢北ロータリークラブにお世話になってい

たかと思います。昭和 60 年より神奈川県医師

会の副会長を 8 年間務めました。地域医療に貢

献し、一日に 100 人以上の患者さんを診察し続

け、とにかくさぼらずよく働き、仲間を大切に

していつも楽しそうによく笑って宴会をして

おりました。 

私が起業をしたこと、その後ロータリークラブ
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プログラム 

開会点鐘 ·········· 新井会長 

四つのテスト          芝幹事 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング        

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：栗原義夫会員 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 
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に入会させていただいたことは大変喜んで応

援してくれました。 

父の手帳の表書きにいつも書かれておりまし

た「感謝すること」「よく考えること」「度胸（勇

気）をもって事にあたること」「よく遊ぶこと」

…「謝学勇遊」はよく教えられました。 

（よく遊ぶことだけは実行しております…笑） 

実は父が亡くなったことはまだ医師会など公

にはご報告はさせていただいておりません。2

月 14 日に公表するようですので身勝手ながら

何卒ご内密にお願いいたします。 

コロナの感染が厳しい中、本当に内内に家族葬

をとりおこないます。 

大変失礼なこととは存じますが御香典やお花

もお断りさせていただくことになりました。申

し訳ございません。もし、何かとお思いいただ

けるのであれば、ぜひロータリー財団や米山事

業へのご寄付をお願いいたします。 

さて、本日は相原会員の事務所で Zoom をつな

いでいただいております。ご参加ありがとうご

ざいます。栗原会員も相原さんの事務所でご用

意いただいておりますので、本日の卓話を楽し

みにしております。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

♦来賓ビジター 

 

◆本日のプログラム 

1 月 31 日に ZOOM 例会を行いました。 

来賓ビジターはなし。 

卓話は栗原会員による日本で唯一皇族の名前

がついている秩父宮記念体育館の設立秘話に

関してでした。 

とても興味深い内容で大変勉強になりました。

ありがとうございます。またこの続きの話をぜ

ひ聞かせてください。 

■幹事報告 なし 

■各委員会からの報告 

○プログラム委員会倉田会員より 

当初予定したプログラムからいろいろ変更が

あります。 

2/7 ZOOM 例会羽原会員の卓話 

2/12 奉仕デー中止 

2/14 例会あり。蔓延防止が解除されていれば

車屋様にて 解除されていない場合は

ZOOM 例会となります。 

   入澤会員の卓話 

2/21 森井会員の卓話 

2/28 夜間例会（予定） 

※3 月の予定については末広さんからメールが

来ているので各自確認をお願いします。 

○米山委員会入澤会員より 

本日事務局よりメールが当クラブ米山奨学生

受け入れに伴いカウンセラーを募集していま

す。→例会終了間際に後藤会員がカウンセラー

を引き受けてくださいました。 

ありがとうございます。 

○社会奉仕委員松長会員より 

救急車寄贈の感謝状を 27 日に届けました。当

日は栗原会員、湯浅会員、芝会員、松長会員が

参加してくださいました。 

また今後消防服、靴などもできるのでは？とい

う話をいただきました。いろいろな問題点をク

リアしつつ検討していきたいです。 

ゆっくり検討していきたい。 

○青年奉仕委員羽原会員より 

2/12 のキャンセルに行ってきました。 

○湯浅会員より 

各学校からの靴の寄付が集まってきている。 

洗浄無しや新品などの靴もある。現在 400 足ぐ

らい集まっています。またタオルや石鹸も集ま

って来ています。 

＜高円宮殿下おことば＞ 

本日、秩父宮記念体育館が改築され、落成式を

迎えられたことをお喜びいたします。 

この体育館は、故秩父宮雍(やす)仁(ひと)親王が、

この地で静養され、特にスポーツ団体の役員の

人たちとも親交があったことから、秩父宮記念

体育館という名称になったと聞いております。 

体育館に入って正面のホールには、故秩父宮雍

(やす)仁(ひと)親王が当時愛用されていた剣道

用具、それと肖像写真、胸像などが飾られてお

り、これらの記念品が体育館と共に市民に愛さ

れ、親しまれている現状をみると嬉しく思す。
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宮家の名称の

ついた体育館

がほとんどな

い中で、秩父宮

記念体育館が

このように改

築され、引き続

き名称を継承し宮家と市民が身近に触れ合え

るということは、うれしく思います。 

この体育館が、ますます市民からあいされ、親

しまれることを祈り、お祝いことばとします。 

＜秩父宮雍仁親王殿下と秩父宮記念体育館 

について＞ 

 昭和 27 年 1 月 秩父宮雍仁親王殿下は、病

気療養中の御殿場から東京に近く、気候が温暖

な現在の藤沢市鵠沼桜が岡 1 丁目に移住され、

ご静養されておりましたが、 

翌年昭和 28 年 1 月 4 日にご逝去されました。

ご健在でいらした頃の殿下は、鵠沼中学校で行

われた少年野球、バレーボール、剣道等をご覧

になる等スポーツに深い関心をお持ちになっ

ておられました。 

 昭和 28 年に「財団法人秩父宮記念会」が設

立されたのを機に、ご生涯を通じてスポーツに

深い興味をもたれていたこと、特に剣道はご自

身がご活躍をされていた関係もあり、記念会の

「記念スポーツ会館の建設」の記念事業の一環

として藤沢市が昭和 29 年に体育館を建設する

際、秩父宮勢津子妃殿下のお許しをいただき、

藤沢市秩父宮記念体育館の名称を賜り昭和 30

年 10 月 22 日に開館をいたしました。 

 昭和 30 年 9 月に秩父宮家より藤沢市にご肖

像写真、ご胸像、故殿下がご愛用されていた剣

道具を贈られ、記念室に飾り、体育館と共に市

民に親しまれてまいりました。 

 昭和 30 年の第 10 回神奈川国体には、昭和天

皇皇后両殿下、秩父宮妃殿下、高松宮殿下、高

松宮妃殿下、三笠宮妃殿下が剣道竹刀、バスケ

ットボールの試合会場である当体育館でご覧

をいただきました。 

今回の体育館の改築にあたりましては、平成 5

年 6 月に秩父宮家より名称の継承について、ま

た平成 6 年 12 月に英名表示についてご了解を

いただき、引き続き永年市民に親しまれ愛され

てまいりました由緒ある秩父宮記念体育館の

名称を継承させていただくことになりました。 

 又、秩父宮殿下は昭和 26 年文芸春秋に天皇

家の人々と題してはじめて世に出る皇族の自

叙伝を出されています。 

次に秩父宮勢津子妃殿下について話をしてお

きます。父は外交官であり、後の参議院議長、

松平恒雄氏の長女として父の赴任先のロンド

ンでお生まれになりました。 

お祖父さんは松平容(かた)保(もり)で会津の旧

藩主でした。民間出身で皇族の方と結婚された

のが始めての事でした。 

 それまでは天皇家は第一議的には皇族の女

子、五摂家すなわち一条、二条、九条、近衛、

鷹司、そして次が爵位を持つ人の娘と決まって

いましたので、その当時としては大変なことだ

と私は思っています。 

 それ以降、正田美智子さん 現在 上皇妃殿

下、小和田雅子さん 今 皇后さま、川嶋紀子

さん 秋篠宮妃殿下と皇族の方が民間出身者

と結婚をされています。 

 戸籍上は松平節子でしたが、ここで大きな問

題が起きました。それは大正天皇の妃殿下のお

名前の読み方がちがいますが、節子(さだこ)さ

んでしたので宮内庁は松平節子さんの名前の

字を勢津子さんに変更をしたという事が資料

に残っています。 

 又、勢津子妃殿下は秩父宮様が結核で崩御さ

れましたので、平成 7 年御逝去されるまで結核

予防会総裁をなさり結核撲滅のため御尽力さ

れたと聞いております。  ツベルクリン注射 

 平成 7年から改築をすすめてまいりました秩

父宮記念体育館が平成 9 年完成し、4 月 27 日

に落成記念式典を開催する事が出来ました。 

 当日は秩父宮記念体育館という名称を賜っ

ていることから皇族の中でもスポーツにご理

解をいただいている高円宮殿下、同妃殿下にご

臨席を賜り午前 10 時からテープカットに続き

落成記念式典を 400 余名のご出席により行わ

れました。 
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 また 11 時頃から藤沢市消防音楽隊によるド

リル演奏、女子プロテニスプレーヤーの第 1 人

者、杉山愛の模範演技、それに続き家庭婦人バ

レーボール「羽鳥チーム対藤沢チーム」「翔陵高

校対藤嶺藤沢高校」の記念大会が行われました。

この大会には招待者とは別に市民の方 800 余

名の人々もご参加をいただき落成記念大会が

開催をされました。 

施設の規模は  

構造   鉄骨 鉄筋コンクリート造 5 階建 

延床面積 10,967.87 ㎡ 

主要室 １階 武道室 トレーニング室 ス

ポーツ情報コーナー 

プレイルーム 

    2 階 会議室 A 会議室 B 研修室 

    3 階 メインアリーナ サブアリーナ

床は 2年掛けて集めた桜の木 

    4 階 観覧席 ジョギングコース  

軽体育室 

    5 階 弓道場 

総工費 約 51 億円 空調 トイレの数を増加 

大相撲を秋葉台 スポーツ都市宣言昨年 10 月 

◎皇族の名前がついている建造物は全国でこ

こだけですので大変名誉なこと・・・大事にし

たいと思います。  

♦第 2780 地区第 2 回補助金管理セミナー 

1 月 29 日、2780 地区の補助金管理セミナー

にハイブリッドの ZOOM で参加させて頂きまし

た . 

財団の事は 4 年間やっていたのですが AGE と

して参加させて頂きましたが、色んな事を復習

しつつ色んな思い出が頭を駆け巡りました。 

コロナ禍と言う特殊な時期にやらせて頂き色ん

な経験を積まさせて頂き藤沢南クラブには感謝 

♦出席報告 

一部は順調に終わったのですが、二部が私のパ

ソコンがおかしいのか ZOOM に入れなく汗かき

まくり でした。どうやっても無理でスマホで

入ってどうにかグローバル補助金の説明に間に

合いました  

IT ジジイのつもりが飛んだヘマ^_^ 

副産物として目が覚めてよく聞けました （永

松地区補助金委員長） 

♦カンボジア政府から届いた感謝状を藤沢市長へ 

1 月 27 日、昨年度に、藤沢市で使わなくなった

救急車の寄贈を受け、カンボジアへお届けする

事業を行いました。 

それに対する感謝状がカンボジア政府から届

いた為、藤沢市長にお渡しして参りました。 

鈴木市長、消防局長、消防局職員の方々にご出

席頂き、事業のご報告や、今年度進めているサ

ッカーシューズや運動靴を集めてカンボジア

の子供たちに送る事業のご紹介などさせて頂

きました。新たな交流、支援事業のアイデアも

飛び出し、とても有意義な時間となりました。 

 

♦次週プログラム 

2 月 7 日（月）卓話：羽原青少年奉仕委員長  

 ZOOM 例会   倉田プログラム委員長 

         定例理事会⑧ 

♦他クラブ例会変更及び休会   

大和 RC 2/8（火）取止例会（祝日週） 

藤沢西 RC 2/3 休会、2/12R 奉仕デー中止 

      2/24 未定 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３８名 ３５名 ３名 ２0名(免１名含) ５５・５６％ ７２・９７％ 

本日欠席者 大澤君、大和田君、小倉さん、後藤君、瀬戸君、髙岡君、高科君、沼野井君、 

長谷川君、馬場君、松尾君、村井さん、森君、森井君、山田君、吉田君、   

メイク＝中川君、安田君 

  

スマイル スマイル累計￥830,016.- 


