
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇歌唱  「我等の生業」      ◇会長挨拶     ◇幹事報告   

◇委員会報告 雑誌 他      ◇退会セレモニー［西山国男君］ 

◇卓話 「茅ヶ崎市のまちづくりの取り組みについて」他 服部信明様（茅ヶ崎市長） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 57代会長 清水 賢一 

第 57代幹事 大箭 剛久 
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2017 年 2 月 9 日（木） 第２７４８回例会 天候：小雪 司会：中山冨貴子副幹事 No. 25 

 

＝本日の例会行事＝ 

年  月 日創立 

地区 

２０１６～２０１７年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

服部信明様 （ゲストスピーカー・茅ヶ崎市長） 山口泰成様 （吉

田会員ゲスト・Ｒ＆Ｃ湘南 代表） 石田貴一様 （西山会員ゲスト・

湘南信金新営業部長） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催の通知  ・３/１４（火） 

１０：００点鐘  ・藤沢商工会館ミナパーク 

＊新クラブ誕生の通知   第５グループ 相模原ニューシティー

ＲＣ ２０１７年１月２５日創立 

国際ロータリー第２７８０地区のクラブ数・・・６６クラブになりました。 

＊米山奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受けについてのお

願い  

・新規米山奨学生氏名：グエン カーニーさん  ・性別：女性  ・

国籍：ベトナム ・大学：文教大学（過程：学部３年）  ・奨学期間：

２０１７年４月～２０１９年３月（期間：２年） 

＊青少年交換学生 京都・広島研修旅行 詳細・日程表 

＊ロータリーの友事務所より  『２０１７－２０１８年度版 ロータリー

手帳』 予約受付の通知 

 ・１部 ６００円  ・５月下旬出来上がり予定 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

親睦［横山会員］：５／１２（金）親睦旅行が 

例会扱いではなくなる旨の報告 

雑誌［下里会員］：ロータリーの友２月号  

注目記事の紹介  

◎退会セレモニー 

西山国男君 

上）異動により退会

となった西山会員 

下）西山会員の後任

となる石田貴一君 

２月度定例理事会議事録 

①クリスマス家族会 決算について 

横山理事よりクリスマス家族会の決算報告があり、決算報告

は承認された。 

②クラブ会計半期報告について 

クラブ会計の半期報告が提出され、承認された。 

③ＩＭについて 

出口理事より IMについての進捗状況が報告された。 

④茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会（4/5(水)移動例会）について 

今年の茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会は 4/5（水）善谷寺で行

うことになった。今年は茅ヶ崎湘南ＲＣがホストを務めるた

め、例会日が 4/5（水）となることが承認された。 

⑤茅ヶ崎産業まつり（4/22(土)・23(日)）ポリオ撲滅キャンペ

ーンについて 

ここ数年、茅ヶ崎湘南ＲＣ主幹、茅ヶ崎 3クラブ合同で行っ

ている茅ヶ崎産業まつりでのポリオ撲滅キャンペーンを今

年も実施する予定であることが清水会長より報告された。詳

細については湘南クラブから追って連絡がある予定。 

⑥大竹農園でのジャガイモ植え付け体験ついて 

職業奉仕委員会より提案のあった大竹農園でのジャガイモ

植え付け体験について、古知屋奉仕プロジェクト委員長より

事業計画の説明があった。農作物の種付け・収穫を通じて、

農業に係る奉仕の意義を学び、食への感謝を家族でかみしめ

ることを目的とする。内容としては、①農業に関するレクチ

ャー②名札の作成③農作物の植え付け（ジャガイモ、とうも

ろこし、枝豆）を実施する。今回は茅ヶ崎クラブのメンバー

だけでなく、子供を含む会員家族も対象とするため、3月 25

日（土）10:00～12:00を予定。移動手段としてはマイクロバ

スと各自の自動車を併用。6 月に収穫体験（およびバーベキ

ュー）も予定。 

⑦親睦家族旅行（5/12(金)）について 

今年度の親睦家族旅行は、5 月 12 日（金)に開催される新日

本フィルハーモニー横浜公演をメインイベントとすること

で調整中。会場はみなとみらいホール、公演時間は 19:00～

21:30の予定。 

⑧その他 

a)加藤理事より、国際奉仕フォーラムを近々予定したいとの
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◎出席報告 木城基次会員 

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 

２／９ ２７４８ ４９ ４１＋６ ４０ １ ６ ８７．２３％  

１／２６ ２７４６ ４９ ４１＋０ ２４ ５ １０ ６３．４１％ ７５．６１％ 

 程島利通君 茅ヶ崎市長服部信明様、ようこそ。 

河本啓伸君 吉田会員ゲストの山口泰成さん、よう杉本剛昭

君 服部様・山口様・石田様、ようこそお越し下さいました。

西山さん、新任地でもご活躍のほど祈念いたしております。 

小澤雅彦君 服部市長、本日はお忙しい中ようこそお越し下

さいました。お話拝聴するのを楽しみにしております。西山

さん、ダンディなそのお顔を見られなくなるのはさびしいで

す。これからもお元気でご活躍ください。 

橋本祐一君 服部市長・山口様・石田様、本日は茅ヶ崎ＲＣ

へようこそ。楽しいお話を楽しみにしています。 

畠田宏治君 服部市長、本日はお越し頂きまして、誠にあり

がとうございます。挨拶・スピーチの名人だと誰もが言いま

すが、私も強烈にそう思っています。卓話が楽しみです。 

木城基次君 服部市長・山口様・石田様、ようこそお越し下

さいました。服部様、スピーチよろしくお願いします。 

出口敬純君 西山さん、短い間でしたが、クラブでの活動お

疲れ様でした。石田さん、これからよろしくお願いします。

服部市長、卓話楽しみです。 

岩澤淑江君 服部市長様お話楽しみにしております。山口

様・石田様ようこそ。西山様さびしくなりますね。新しい土

地でも更なるご活躍お祈り致します。 

品田和也君 服部市長、卓話宜しくお願いします。西山さん、

大変お世話になりました。 

［本日 30件、46,000円です］ 

 

スマイル報告 品田和也会員 

石田貴一様 新しく着任致しました湘南信金の石田でございま

す。よろしくお願い致します。 

清水賢一君＆大箭剛久君 服部市長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。ゲストの山口さん、石田さん、

ようこそいらっしゃいました。楽しんでいらして下さい。 

山口利通君 結婚祝ありがとうございます。服部市長様、ようこ

そいらっしゃいました。先週、良い人になる為、四国遍路の旅に

行ってまいりました。 

平井 茂君 久しぶりの出席です。女性会員の皆様、チョコレー

トを有難う。西山さんお元気で。 

富田桂司君 ゲスト服部市長殿いらっしゃいませ！ミスユニバー

ス神奈川大会への出場にあたり、湘南ガール野崎と表敬訪問させ

て頂き誠にありがとうございました。お陰様で見事準グランプリ

入賞を頂くことが出来ました。本日、私は出張にてメッセージで

の御報告となり申し訳ございません。卓話よろしくお願い致しま

す。また 3/26（日）に長谷川楽器 3階にて市立図書館蔵書を寄贈

を目的としたチャリティーコンサートを行います。チラシをお持

ちしましたので、クラブの皆様、御参加宜しくお願い致します。 

西山国男君 服部市長、山口様ようこそいらっしゃいました。皆

様大変お世話になりました。後任の石田を宜しくお願い致します。 

伊藤留治君 服部市長、卓話拝聴させていただきます。山口様・

石田様ようこそお越し下さいました。 

池上 實君 お天気が悪くお寒い中、ようこそお越し下さいまし

た。服部市長の卓話、楽しみにいたしております。 

加藤 寛君 服部市長ようこそ。山口様・石田様、宜しくお願い

致します。 

小澤耕一君 極寒の例会、出席の諸兄、風邪など召さぬように。

ヴァレンタイン・チョコレート有難うございます。 

田中賢三君 服部市長、本日もよろしくお願い致します。西山さ

ん、大変お世話になりました。明るい性格がとても好きです。石

田さん、ロータリー活動もよろしくお願い致します。山口泰成代

表、大歓迎です。 

下里洋一君 服部市長さん、多忙の中、寒い中お越しいただき、

ありがとうございます。卓話を楽しみにしています。 

和田幸男君 服部市長、卓話よろしくお願いします。西山さん、

お世話になりました。 

小林 亨君 お客様ようこそ！服部市長いつもお世話になってお

ります。 

吉田恵子君 雪が降ってきました。寒いですね。服部市長様、卓

話楽しみにしております。西山さん、異動とのこと、残念です。

石田さん・山口さん、よろしくお願いします。 

加瀬義明君 服部市長ようこそ。西山さん、本部での更なるご活

躍をお祈り致します。石田さん、茅ヶ崎ＲＣへようこそ。引き続

きよろしくお願い致します。女性会員の皆様、チョコありがとう

ございます。 

横山 貢君 女性会員の方々、チョコレートありがとうございま

す。ゲスト山口様、石田様ようこそ。本日の卓話、服部市長宜し

くお願い致します。 

河本啓伸君 吉田会員ゲストの山口泰成さん、ようこそ。ロータ

リーに入ることを人生最大の決断でしょうが、入ると少しいいこ

ともあります。何となく入ってみましょう。西山ちゃん、また会

おう。Good Luck！ 

杉本行廣君 西山さん、名残惜しいですが、ご転勤ならやむをえ

ません。次の場所でもお元気でご活躍下さい。 

木村信一君 服部様・山口様・石田様、いらっしゃいませ。西山

さん、楽しい思い出ありがとうございました。 

 

卓話「茅ヶ崎市のまちづくりの取り組

みについて」茅ヶ崎市長・服部信明様 

詳しくはＨＰ音声をお聴き下さい 


