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第 1206回例会
その後、生沢徹氏はヨーロッパに渡り、スポーツカー

今日は、平田さんに卓話をお願い

レースのニュルブルクリンク 500 キロに、ホンダＳ800

していましたが、急遽キャンセルと で出場し、総合 8 位 GT クラスで優勝しました。生沢
なりましたので、少し長めにお話さ 氏は RSC と言うホンダワークスチューンの車で好成
せて頂きます。皆さんは、自分だけ 績を収め、表彰式で日本国旗掲揚・国歌が流れるだろ
の“お宝”をお持ちですか？今日は うと思ったら用意が無かったという事です。日本人が
35 年前のスタジャンを持ってきまし 勝つとは思っていなかったのでしょう。大変残念な思
た。これには、私の憧れの人である生沢徹氏のサイン

いをしたという逸話もあります。1970 年にはヨーロッ

があります。彼は、ヨーロッパ挑戦の先駆者となった

パの F2 選手権に出場し、日本人初 3 年連続でルマン

カーレーサーで、76 歳になる今もレースやそれに関わ 24 にも出場しています。当時、車の雑誌 AUTO SPORT
る仕事をしています。彼の凄さは伝説が物語っていま

に良く掲載されていて、私も 20 代で同じ車を買いまし

す。富士スピードウェイが出来る 2 年前、鈴鹿サーキ た。とても影響を受けチューニングの神様と言われた
ットで行われた第 2 回日本グランプリに、プリンスス 「ヨシムラ」でチューンナップしてもらいました。
カイライン GT-B で出場しました。1964 年当時、私の

彼はレースを辞めてから「チーム生沢」を作り、環

記憶では 106 万円でした。そのレースには、式場壯吉 八の近くでバイク専門ショップを出しました。そこで
氏が乗るポルシェ 904（当時約 600 万円）も出場して 売っていたのがこのスタジャンで、欲しくて堪らず購
いて、1 周だけ抜いたのです。明らかに性能が違うので、 入しました。その後、本人と会う機会が有りサインを
あっという間に抜き返されましたが、今も伝説になっ

頂きました。生沢氏は、ヨーロッパに居る頃から、ポ

ています。六本木の飯倉交差点付近に「キャンティ」

ルシェタルガと言う、屋根が開く車に乗っていました。

と言うイタリアンレストランがありますが、ここが関

今は引退され、そこから 15 年位、海老名にガレージを

わっています。
「キャンティ」は 1960 年（S35）、店主 借りて、年式別に 20 台以上のポルシェタルガを全車走
の川添浩史・梶子夫妻が豊富な海外経験の人脈で、開

れる状態で保有しているそうです。生沢撤氏の父親は

店当時から店に集まるのは、芸能人・デザイナー・文

著名な洋画家生沢朗氏です。当時レースをやっていた

化人達でした。当時、イタリアの食材など無い時代に

人達は皆ボンボンで、お金持ちの人達ばかりでした。

イタリア料理で人気があった店です。今でも営業して

そんな所縁のある「キャンティ」に、何時か皆で行き

おり、スタンドバー「キャンティ」もあり、今の経営

たいなと思っています。

者はロータリアンです。当時、店に集まっていたのは、
ミッキーカーチス、篠山紀信、かまやつひろし、内田

・2021‐22 年度 ガバナーノミニー候補者告知の件

裕也達で、松任谷由実（荒井由実／当時は中学生）も

田島透氏（ふじさわ湘南 RC）

いました。彼女は八王子から通っていたそうで、そこ

対抗候補者有の場合→12／18（火）正午迄に

で音楽業界人に目を掛けられ、有名になって行きまし

・職業奉仕月間卓話者派遣の件

1／16 大隈秀仁委員

た。第 2 回日本グランプリ開催の数週間前に、友人関 ・青少年交換オリエンテーション開催案内
係でもある生沢氏と式場氏が、この店でお酒を飲みな

1／5（土）14：30 第一相澤ビル

がら「頼むから 1 周だけ抜かさせてくれと」と話をし ・2019‐20 年向け「第 2 回地区補助金説明会」案内
て、俗にいうスカイライン伝説が生まれたそうです。

1／26（土）13：00 第一相澤ビル

・「新会員の集い」の案内 第 1 回〆切：12／末
3／22～23（金･土）ローズホテル横浜

宮崎雄一郎 会員
欠席が続いている森会員ですが、人手不足による業務

登録料：15,000 円（入回 4 年未満・クラブ会長） 繁多が理由で、出席出来るようにしたいとのことです。
1 枠／10,800 円

・タウンニュース元旦広告の案内
週報受領

相模原グリーン

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

Xmas 会は夜間なので皆さんも声を掛けてください。
再入会について／大谷豊 様
H5 年創立時のチャーターメンバーでした

12／13（木）相模原※

が、約 13 年在籍し退会しました。2010

12／14（金）相模原グリーン※
12／17（月）相模原東※
12／18（火）相模原南

年に縁あって相模原東 RC に入会しまし

大和田園

たが、3 年程前から退会を考えるようにな

相模原柴胡※
相模原中※

大和

りました。目的意識やクラブの纏まりに欠け、クラブ

12／20（木）津久井中央 相模原橋本

の存在意義に疑問を持ち始めていました。8 月に大野

12／21（金）津久井

RC を訪問した際、全員が同じ問題意識を持ち議論し

相模原グリーン※

12／25（火）相模原中※
ビジター&ゲスト

ている様子を見て、このクラブの凄さ、温かく見て行

澁谷直樹

様（相模原南 RC）

かなければならないと思い、移籍を決めました。東 RC

大谷 豊

様（相模原東 RC）

は 12／30 付で退会し、新年 1 月からお世話になりま

≪理事会報告≫

す。急に決めた事なので、3 月迄水曜日は仕事が入り

*

欠席がちになりますが、皆さん宜しくお願いします。

Xmas 家族例会 出欠に関わらず会員は 1 万円
12／22（土）18 時

*

センチュリー相模大野 8F

新年例会 1／9（水）12：30 猪鹿料理「実家」
会費：3,500 円

*

大谷豊氏再入会の件

*

1 月プログラムの確認（クラブ HP で）

座間勇

様

￥137,500

本日は I･
M のお知らせに参りました。

会長

大谷さん、お帰りなさい。大野クラブ

でのご活躍、楽しみにしています。渋谷さん、I･
M頑

*

ビルゲイツ&メリンダ財団のポリオ支援 3 年延長

*

第 5G 親睦ゴルフコンペ 3／16（火）津久井 GC

*

My Rotary 登録推進

*

出席率グループ内 10 位（向上を）

*

ロータリー認知度向上（ポリオ撲滅活動の影響）

張って下さい。
布野一喬

幹事

先週の結婚記念日のお祝い、有難う

ございました。12／26、クリスマスの次の日でしたが、
毎年忘れています。今日は、I･
M のお話、渋谷さん宜

Intercity Meeting のご案内 》

相模原南ロータリークラブ／渋谷直樹 様
津久井・相模原南 RC 合同で I･M を担当
します。2019 年 2／2（土）ラポール千寿閣
で「大人が変われば子供も変わる

ロータ

リーが変われば地域も変わる」をテーマに開催します
が、今回は時間を短くしました。スポーツジャーナリ
スト二宮清純氏の基調講演と、懇親会では県立相模原
高校吹奏楽部の演奏を予定しています。相模原南 RC
も、再来年の創立 50 周年を控えて若い会員が増え、皆
で準備を進めています。当日は多数のご参加を宜しく

出 席 報 告

渋谷直樹

今年度累計

不慣れですが、ガンバリますので皆様でご参加下さい。

本日の例会で確認

≪会長幹事会報告≫

《 2018-2019 年度

スマイル報告

お願いします。

しくお願いします。そして大谷さん、ようこそお出で
下さいました。
大野治雄

会員

車を買いましたが、操作方法が判ら

ず困っています。
角尾彰央

会員

大谷さん、ようこそいらっしゃいま

した。来年 welcome でお待ちしています。お土産（新
会員）を期待しております。相模原南 RC の渋谷様、
ようこそいらっしゃいました。谷口台小の音楽会を来
年も行いますので宜しくお願いします。

今後の予定
12／26（水）年末休会（定款第 6 条第 1 節(ｃ)による）
1／2（水）年始休会（定款第 6 条第 1 節(ｃ)による）
1／9（水）新年例会
1／16（水）【職業奉仕月間に因んで】大隈地区委員

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

9名

4名

0名

4名

69.23 ％

11／28 53.85 ％

