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◇歌唱 「我らの生業」       ◇第 2700回記念例会乾杯［発声：伊藤会員］ 

◇会長挨拶     ◇幹事報告    ◇委員会報告 雑誌 他 

◇卓話 「最近の出来事とロータリー」加藤 寛会員／「地区大会を振り返って」水嶋 聡会員 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 56代会長 大森久巳男 

第 56代幹事 横山 貢 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１５～２０１６年度 

世界へのプレゼントになろう 

2015 年 12 月 10 日（木） 第２７００回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久副幹事 No. 22 

◎表彰 

☆ポール･ハリス･フェロー  木村信一君 （ＰＨＦピン・表

彰状 授与） ☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー２回

目  大森久巳男君 （ＭＰＨＦピン 授与） 

◎幹事報告 

◇綾瀬春日ＲＣ（ＩＭホストクラブ）より ＩＭ開催の案内   

  ・寒川神社 参集殿  ・会費：８，０００円 (全員登録） 

・２０１６年 ２/２７(土) 合同例会…１４：００点鐘 ＩＭ…１

４：５０～ グループディスカッション…１７：００～１８：３０ 

◇茅ヶ崎商工会議所より  平成２８年新春賀詞交換会の

案内   ・２０１６年 １/７（木） １１：３０ ・茅ヶ崎市コミュニ

ティーホール ・会費：５，０００円 

◎委員会報告 

職業奉仕［加瀬会員］：1/28（木）日本精麦への職場見学

の時間帯確認 

親睦［水嶋会員］：12/24 クリスマス家族会出欠確認とオー

クション出品のお願い 

雑誌［平井会員］：ロータリーの友 12 月号注目記事 

◎会報 着 台北西北 

 

スマイル報告 岩本好正会員 

大森久巳男君＆横山貢君 本日は第 2700 回記念例会で

す。表彰の大森会長・木村会員おめでとうございます。 

和田幸男君 父の葬儀に多くの皆様にお越しいただき、

ありがとうございました。 

伊藤留治君 2700回記念例会おめでとうございます。師

走に入り、お忙しいと存じます。皆様、体調にはくれぐ

れもご留意下さい。 

平井 茂君 第2700回記念例会おめでとうございます。 

加藤 寛君 本日卓話だそうです。水嶋さんと半分ずつ

担当致します。どうぞ宜しく。 

小山田安利君 ２ケ月の我が子と喃語でたくさん話せる

ようになりました。あこがれのロータリークラブに参加

できました。 

池上 實君 おめでとうございます。2800回をめざして

カンパイ。 

杉本行廣君 祝 2700回例会。私も 2100回以上出席して

いることになります。 

小澤耕一君 第2700回記念例会おめでとうございます。

また、表彰の諸兄もおめでとうございます。加瀬さん、

プレゼント有難うございます。 

成田栄二君 澤邑さんお世話になりました。表彰の大森

会長・木村さん、おめでとうございます。2700回例会お

めでとうございます。 

斎藤信夫君 加藤さん、水嶋さん、卓話楽しみです。 

出口敬純君 表彰された皆様、そして 2700 回例会おめ

でとうございます。 

古知屋光洋君 加瀬さん、カレンダーありがとうござい

ます。 
ポールハリスフェロー表彰の大森会長（２回目）と木村会員、

右は 2700 回記念例会の乾杯の音頭をとる伊藤会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 富田桂司会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１２／１０ ２７００ ４６ ４３ ３２ ６ ５ ８８．３７％  

１１／２６ ２６９８ ４５ ３９＋４ ３３ ５＋２ ３ ８８．３７％ ９３．０２％ 
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だけ長くの歴史の積み重ねに多くのメンバーの想いや、熱

心なロータリー活動があったと思うと、同じくらいの気持

ちで今いるメンバーがまた歴史を重ねなければ、と心が引

き締まります。これからと今までの茅ヶ崎ロータリークラ

ブにスマイル！ 

大箭剛久君 2700 回おめでとうございます。キリが良く

て気持ちいいですね。10,000 回はもっと気持ちいいか

な？ 

吉田恵子君 2700回とはおどろきです。すごいですね。 

杉田祐一君 2700 回の節目に参加できて光栄です！今後

ともよろしくお願いいたします！ 

中山富貴子君 第 2700 回記念例会おめでとうございま

す。表彰の木村様・大森様おめでとうございます。 

西山国男君 第 2700回記念例会おめでとうございます。

加藤さん、水嶋さん卓話楽しみです。 

富田桂司君 第 2700回例会、皆さまおめでとうございま

す。ポールハリスフェロー木村さん、マルチプル大森会長、

受賞おめでとうございます。加藤さん、水嶋さん、楽しい

卓話を宜しくお願い致します。 

品田和也君 加藤さん、水嶋さん、卓話宜しくお願い致し

ます。 

半田朋子君 今日は記念例会おめでとうございます。記念

すべき日に出席出来ました事、嬉しく思います。これから

もどうぞよろしく。 

関 伸司君 2700 回記念例会に出席出来て光栄です。50

年以上継続している会に敬意を表します。 

岩本好正君 第 2700回記念例会おめでとうございます。

来週・再来週は会社行事と重なり、出席できないので、本

日が今年最後の例会出席となります。少し早いですが、皆

さま良い年をお迎え下さいませ。 

［本日 25件、39,000円です］ 

 

卓話「最近の出来事とロータリー歴」加藤 寛会員 

 12 月 8 日、次年度ガバナー輩出クラブである秦野ＲＣ

の第３回地区大会実行委員会に呼ばれ、参加しました。茅

ヶ崎と同様に４部門に分け、正副部門長さんとの質疑応答

形式でした。委員長は深石純一さん、会長は江崎正二さん。

大会委員長は宇山忠男さんだそうです。 

 10 月の地区大会では私の見通しが甘いところもありま

したが、皆様の一人一人のキャパの大きさを発揮して頂

き、他クラブからの称賛を頂いております。私自身も大成

功であったと思いますし、さすが茅ヶ崎ＲＣと言われるの

は嬉しいものです。 

 次に中国に会社も持っていますので、中国のことをお話

しします。中国と日本はお互いに輸出入の主要国であり、

少なくとも民間レベルではどんどんよい方向へと動いて

います。そうした中国経済のことを知るのに榊原英資さん

が書いた「世界を震撼させる中国経済の真実」は脅威を煽

ることなく等身大の中国像を伝えようとするもので、私は

この本を推奨します。 

 最後に自分自身のことをお話しします。ロータリーには

1982年 10月、34歳の時に入り、33年目です。スポンサ

この本を推奨します。 

 最後に自分自身のことをお話しします。ロータリーには

1982年 10月、34歳の時に入り、33年目です。スポンサ

ーは出口会員のお父さんでした。1991～1992年度、第 32

代真壁洋二会長の時に幹事、1999～2000 年度、第 40 代

会長で、その時の幹事が下里洋一さんでした。以降、地区

の方で GSE 委員長・青少年交換委員・委員長・国際奉仕

委員長・ガバナー補佐などを歴任してきました。最近入ら

れた方はわからないといけないかと思い、自己紹介させて

もらいました。 

 

 

 

 

 

 

卓話「地区大会を振り返って」水嶋 聡会員 

 地区大会のことを振り返ります。大会幹事という大役を

務め上げられたのかどうか。当日何をやっていたのかとい

う報告を致します。初日の 10 月 24 日は、朝 8 時半に第

二部門長の出口さんと平塚で待ち合わせて、大磯プリンス

ホテルへ向かいました。そこで会場セッティングの確認な

どの仕事を済ませた後、翌日のリハーサル・セッティング

のため茅ヶ崎市民文化会館へと移動しました。そこで受付

のセッティングなどをしました。 

 25 日は皆さん朝 8 時半集合でしたが、コミュニィホー

ルの新世代交流会の会場設営が当日の朝やるしかない状

態でしたので、6時半に入って 300人が入れるようにセッ

ティングしました。前夜までにもある程度準備したのです

が、大晩餐会の体育館のセッティングは朝の養生、テーブ

ルのセット、看板の据え付け、業者さんの搬入も含めて、

安全を第一に考えて任務を遂行致しました。ですので、本

大会の進行はちらっとしか見ていないという状態で、裏方

に徹していました。作っては片づけ、作っては片づけ．．．

の繰り返しでした。万歩計をつけていたのですが、何と

28,000歩、ゴルフコースを回るとだいたい 12,000歩です

ので、２回以上回ったことになります。高低差の激しい会

場を行き来した結果なのかと思います。 

 で、残念なのは、大懇親会後に大会幹事による閉会の言

葉というのがあったのですが、それが変更になって削除さ

れてしまったことです。そこで、その時言おうと思って準

備しておいた挨拶の言葉を発表させて頂いて、終了したい

と思います。 

 「只今ご紹介を頂きました大会幹事室幹事の水嶋聡でご

ざいます。改めまして、皆様のお蔭さまをもちまして、無

事大役を務めることが出来ました。今後ともロータリアン

どうしが真の好意と友情を深め、よりよいロータリーライ

フを送れますよう、お祈り申し上げて、ご挨拶とさせて頂

きます。それでは国際ロータリー2780地区 2015-2016年

度地区大会を閉会いたします。ありがとうございました。」 

卓話の加藤会員の

水嶋会員 
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