
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター 

草薙奈津子様（ゲストスピーカー）  荒井寿一様（ゲストスピーカ

ー紹介者） サマンサ・キャッツァリーさん（2010-2011 年度 青少

年交換学生） 

◎元青少年交換学生挨拶 

サマンサ・キャッツァリーさん 

◎入会セレモニー 

新会員 橋本祐一君（紹介者：和田幸男君・澤邑重夫君)  

◎表彰 

☆ベネファクター  大森久巳男君 （感謝状・記章 授与）☆ポ

ール・ハリス・フェロー  横山 貢君 （感謝状・ＰＨＦピン 授与） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊２０１６－１７年度 地区ロータリー財団セミナーの案内 

 ・７/１６（土） １３：００～１７：００ ・アイクロス湘南 ６階研修室 

＊２０１６－１７年度 地区役員・委員会委員ご就任委嘱の件 

 ・地区 クラブ管理運営（クラブ奉仕）委員会 委員 澤邑重夫君 

◎委員会報告 

吉田会員［次年度社会奉仕］：7/18浜降祭後の清掃について

の確認 

水嶋会員［親睦］：6/30歓送迎会の確認とペットボトルキャ

ップの報告［現在 181.58kgポリオワクチン 145人分］ 

 

◇歌唱 「手に手つないで」   ◇元青少年交換学生挨拶  ◇表彰［大森久巳男君・横山貢君］ 

◇入会セレモニー 新会員・橋本祐一君 ◇会長挨拶   ◇幹事報告   ◇委員会報告 親睦 他 

◇卓話 「平塚市美術館の展覧会とフレンズ倶楽部」 草薙奈津子様（平塚市美術館館長） 

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 

2016 年 6 月 23 日（木） 第２７２２回例会 天候：曇り 司会：大箭剛久幹事  No. 44 

６月度定例理事会議事録［一部編集］ 

①55周年記念行事 決算について 

澤邑実行委員長より決算内容の説明があった。最終的に国際

奉仕委員会の拠出金で端数処理をすることで収支を合わせた

ことが報告され、決算内容は承認された。 

②会計報告について 

2015 年 7 月から 2016 年 4 月までの途中経過が報告された。

今年度の決算が 6 月最終例会・歓送迎会終了まで待つ必要が

あり、次年度予算案最終版は次回以降の審議されることとな

った。 

③社会奉仕活動「浜降祭後海岸清掃」（7/18(月・祝日））につ

いて 

継続事業として行われている浜降祭後海岸清掃を次年度も行

うことが報告され（次年度理事会にて承認済み）、清掃終了後

に 7/21（木）に代わり移動例会を開催することが確認された。 

④その他 

1)青少年交換学生について 

当初決まっていたホストファミリーに替わる人にお願いをす

る方向で話を進める。 

2)次年度誕生祝記念品について 

清水エレクト：次年度の誕生祝記念品として、ロータリー会員

章（一人 2種類；シルバー、クリップ式）を考えているが、ク

リップ式はクールビズでも使いやすいので、誕生月を待たず

に 7月に全員に配りたい。シルバーの会員章は誕生月に渡す。 

 → 記念品の先行配布の件は承認された。 

3)名誉会員について 

熊澤会員、加茂会員については現状継続とし、名誉会員の基準

については次年度理事会で議論する。 

4)直前会長幹事慰労会について 

清水エレクトより、今年度はガバナーを始めとする地区役員

も輩出しているので、例年とは異なり、泊りがけで慰労会を行

いたいとの表明があり、清水エレクトに一任された。 

 
左）大人になったサマンサ 右）新入会の橋本祐一会員 
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◎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 

６／２３ ２７２２ ５０ ４４＋４ ３７ １ １０ ７９．１７％  

６／９ ２７２０ ４８ ４２＋５ ３６ ３＋２ ６ ８２．９８％ ８７．２３％ 

 スマイル報告 半田朋子会員 

大森久巳男君＆横山貢君 平塚美術館館長・草薙様、荒井様よ

うこそ。本日卓話宜しくお願いします。元青少年交換学生サマ

ンサ・キャツァリーさんようこそ。一段とレディに磨きがかか

りましたね。楽しんでいって下さい。 

池上 實君 ジェイコム湘南の橋本さん、入会おめでとう。こ

ころより歓迎致します。サマンサ、お友達と共にようこそ。な

つかしい例会を楽しんでね。ゲストスピーカーの草薙様、卓話

楽しみに致しております。ご紹介者の荒井様、ごゆるりとおく

つろぎ下さい。 

和田幸男君 新会員の橋本祐一さん、入会おめでとうございま

す。会長・幹事、表彰おめでとうございます。 

伊藤留治君 入会の橋本様、おめでとうございます。ゲストス

ピーカーの草薙様、よろしくお願い致します。サマンサ様よく

いらっしゃいました。 

山口利通君 草薙館長さん、荒井様本日はようこそいらっしゃ

いました。卓話よろしくお願い致します。 

木村信一君 ゲスト・ビジターの皆様いらっしゃいませ。新会

員・橋本祐一様、よろしくお願いします。小澤さん、小山田さ

ん、前回卓話すばらしかったです。 

橋本正一君 橋本さんご入会おめでとうございます。私も橋本

ですが、名前が一字違いで親しみを感じます。 

小澤雅彦君 ゲストの草薙様、荒井様、サマンサ・キャツァリ

ー様ようこそ！新会員の橋本様どうぞよろしくお願いいたしま

す。お祝の皆様おめでとうございます。毎週新会員の方々をお

迎えできてうれしいです。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

澤邑重夫君 サーシャ、マイク、ようこそ。日本を楽しんで下

さいね。 

富田桂司君 ゲスト草薙様、荒井様、サマンサさんようこそい

らっしゃいませ！橋本さん御入会おめでとうございます。大森

会長、ベネファクター表彰おめでとうございます。横山幹事、

ポールハリスフェローの表彰おめでとうございます。久々にに

ぎやかな例会ですね。出席報告が楽しみです。 

河本啓伸君 サマンサ、マイクようこそ。ゲストスピーカー草

薙さん、荒井さんようこそ。新入会の橋本さん、もう辞められ

ませんので、覚悟しておいて下さい。 

杉本行廣君 橋本新会員を歓迎して。大森会長、ベネファクタ

ーおめでとう。 

品田和也君 草薙様、荒井様、サマンサ・キャツァリー様、よ

うこそいらっしゃいませ。 

畠田宏冶君 ピッチピッチチャップチャップランランラン~。梅

雨は梅雨で楽しもう。あじさいがきれいですね。 

出口敬純君 橋本さん、入会おめでとうございます。サマンサ

お久しぶりです。草薙さん、卓話楽しみです。 

中山冨貴子君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さい

ました。大森様・横山様表彰おめでとうございます。突然のつ

ゆの大雨に被害の皆様方の心配をしております。 

下里洋一君 お客様ようこそ。サマンサさんようこそ。JCOM

の橋本さんよろしくお願いします。 

吉田恵子君 新会員の橋本様よろしくお願いいたします。草薙

様、卓話楽しみにしております。 

半田朋子君 皆様こんにちは。ゲスト・ビジターの皆様よくい

らっしゃいました。６月も残すところあとわずかになりました。

梅雨本番、元気に乗りきっていきましょう。 

［本日 21件、26,000円です］ 

卓話「平塚市美術館のお話」 草薙奈津子館長 
 今日は平塚市美術館の展覧会についてお話させて頂こうと思

います。今年開館 25周年ということもありまして、いつにも増

して面白い展覧会にしたいなと思っております。 

 先日終わりました「北海道立近代美術館所蔵名品展 華麗な

るガラス工芸の世界」はおいで頂いた方にとても素晴らしかっ

たという評判を頂きました。それと並行しまして今年は「アー

ティスト in湘南」というのを３回企画しておりまして、その１

回目もありました。萬鉄五郎・岸田劉生といった画家たちの作

品を神奈川県立近代美術館や横浜美術館などからもお借りし

て、素晴らしい展覧会になったと思います。 

 7 月 2 日からは「不思議なアート トリックトリック ハッ

と！トリック」という展覧会があります。この季節、どの美術

館も子供向けの展覧会を行います。平塚も同様ですが、出品し

て頂くのは一流の方達ばかりです。皆さん方においで頂けたら、

喜んで頂けるかと思います。その時に同時開催するのが「アー

ティスト in湘南Ⅱ」です。田澤茂と石井礼子という先生と生徒

という関係の二人の画家の展覧会です。田澤さんが辻堂で子供

のお絵描き教室をやっていて、そこに石井さんが入ってきまし

た。田澤さんは既にお亡くなりになりましたが、青森出身で、

土俗的なものを描く方でした。石井さんはまだ 40 代だと思い

ますが、神経を侵されてゆくご病気で、今は全く体を動かすこ

とが出来ません。なので、ご自分の周りに見える居間や台所や

飼っている猫などを題材に、割り箸の先に墨をつけて描くとい

う技法で描かれています。 

 トリックアートのような大規模展覧会と「アーティスト in湘

南」のような中規模展覧会を同時に開催する時は、展示室が隣

に並んでいますので、大規模展覧会の入場料で２つ見て頂くこ

とが出来ます。入場者数を増やしたいという気持ちもありまし

て、２つの展覧会を同時に開催するようにしています。 

 

熱弁の草薙奈津子館長と

紹介者の荒井寿一様・山口

利通会員 

 また、本日は平塚市美術館湘南

フレンズ倶楽部入会の御案内を

お持ちしました。これは、美術館

をサポートして下さる方を募る

ものです。皆さんに是非御入会頂

ければと願っています。現在、会

長は前平塚市長で、いろいろとや

って下さっています。よろしくご

検討をお願い申し上げます。 

 

左）ベネファクターで表彰される大森会長 右）ポールハリスフ

ェロー受賞の横山貢幹事 


