
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」「四つのテスト」  ◇会長挨拶     

◇幹事報告     ◇委員会報告 会計 他 

◇卓話 富田桂司・岩澤あゆみ会員 地区補助金プロジェクト『２０１９ビジネス体験隊』について 
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60代会長 澤邑 重夫 

第 60代幹事 杉本 剛昭 

2019 年 7 月 25 日（木） 第２８５９回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 4 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

薗 信雄 様（東京銀座ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０２２年規定審議会 代表議員選出の件 

 ◉指名委員会構成… 委員 後藤定毅（大和中） ・ 委員 森 

洋（横須賀北） ・ 委員 菅原光志（鎌倉） 

＊２０２２年規定審議会 代表議員候補者提案に関する告知 

＊２０２０-２１年度 ロータリー奨学生選考第２次【面接】と【語学

試験】日時変更の通知 １０/２７（日）⇒１１/２（日） 

＊青少年交換 来日・帰国学生オリエンテーション/解団式の

案内 

 ◉９/７（土）１４：００～１７：００  ◉アイクロス湘南 ６階 「Ｅ会議

室」  ◉回答期限…８/２６（月） 

◇ガバナー補佐より  会長・幹事会（第５回）開催通知   

◉８/９（金） １８：３０～  ◉「F’ｓ Kichen」 

◇玉蘭荘より  玉蘭荘だより １６３号 

◇茅ヶ崎市産業振興課より  ビジネス体験隊 記者発表及び

現在の進捗について 

◇ロータリー米山記念奨学会より   

ハイライトよねやま Ｖｏｌ．２３２ 

◇タウンニュース （澤邑会長のクラブ活動方針 掲載号） 

◎委員会報告 

ペットボトルキャップ［水嶋会員］：収集の報告 

会計［古知屋会員］：会費納入に関する確認 

熊澤会員：映画「二宮金次郎」上演について 

の告知⇒ 

 

スマイル報告 石田貴一会員 

薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）昨日、本年度初めて東京のホー

ムクラブへ出席しました。うっかりアロハを着用して行った

ので、変な目で見られました。 

澤邑重夫君 薗さんようこそ。岩澤さん、富田さん、本日は

卓話よろしくお願いいたします。 

杉本剛昭君 富田さん、岩澤さん、卓話楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。今日、犯人逮捕のニュースが流

れた誘拐事件の捜査協力をしていました。日曜日に携帯へ警

察から協力依頼の電話がありましたが、何も心当たりがなく

ても、警察からの電話にドキドキしてしまいました。 

伊藤留治君 富田さん、岩澤さん、卓話楽しみにしています。

薗さん、ようこそお越し下さいました。 

田中賢三君 銀座ＲＣ薗さん、大歓迎です。富田さん、岩澤

あゆみさん、奉仕活動＆卓話ご苦労様です。 

和田幸男君 富田さん、岩澤さん、地区補助金卓話お疲れ様

です。 

熊澤孝之君 「いまに生きる」二宮金次郎映画上映会のＰＲ

の時間を頂き、ありがとうございます。 

加藤 寛君 暑くなりました。お身体大切に。 

成田栄二君 薗さん、新年度初の訪問、歓迎します。補助金

プロジェクト卓話楽しみです。 

河本啓伸君 岩澤姐御、富ちゃん、卓話適切に頑張って下さ

い。本日ちらしを配布させて頂きましたが、9/12（木）19:30

よりなんどき牧場とのコラボでディナーライブを開催しま

す。ご参加下さる方は、天才ミュージシャンまたは横山会員

にご一報ください。 

大森久巳男君 岩澤あゆみ会員、富田桂司会員のビジネス体

験隊の卓話楽しみです。 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


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 

７／２５ ２８５９ ４４ ３６＋３ ３２ ５ ２ ９４．８７％  

７／１１ ２８５７ ４４ ３６＋３ ３５ ２＋２ ０ ９４．８７％ １００％ 

 

出席報告 細井年春会員 

古知屋光洋君 岩澤さん、ビジネス体験隊いよいよですね。

卓話でよく理解したいです。 

半田朋子君 皆様こんにちは！暑くなりました。いよいよ夏

到来ですね。体に気をつけて暑さを乗り切りましょう。 

大箭剛久君 昔はモテる男の条件は高収入・高学歴・高身長

でしたが、最近はついに低姿勢・低依存・低リスク・低燃費

の４低が人気だそうです。時代と共にいろいろなものが変わ

っていくなぁと考えさせられます。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 ビジター薗様、ようこそいらっしゃいませ。東

京オリンピックまで１年を切りました。梅雨明けも間近、楽

しい夏を過ごしましょう。本日の計量 0.1t にて増量です！

暑気払い続きで太りました～ 

木村信一君 富田さん、あゆみさん、ビジネス体験隊、お話

楽しみです。 

小澤雅彦君 昨日初めて E クラブのインターネット例会で

メイクアップしてみました。皆様も一度体験してみて下さ

い！ 

橋本正一君 富田さん、岩澤あゆみさん、卓話楽しみにして

おります。 

木村邦佑君 台風にご注意。本日早退します。富田さん、岩

澤さん、卓話聞けずにすみません。 

伊藤和明君 富田さん、岩澤あゆみさん、卓話よろしくお願

いします。本日よりルアンビルからアドバルーンを上げる予

定です。ぜひ見てやって下さい。 

岩井 泰君 暑くなってきましたが．．．．週末は台風みたい

です。工場の夏まつりの開催がピンチです。台風、上陸しな

いで．．． 

野中範郎君 夏本番になりましたね。体調管理して乗り越え

ましょう！ 

石田貴一君 富田さん、岩澤さん、卓話楽しみです。 

［本日 24件、28,000円です］ 

ビジネス体験隊 2019 

地区補助金プロジェクト 

【スケジュール】 

8月 14日(水) 開講式、講演、市場調査、会社設立、商品企画 

8月 15日(木) 事業計画書作成、資金調達(融資体験) 

8月 16日(金) 仕入れ、商品作り、広告宣伝、接客研修 

8月 17日(土) 販売、収支報告書作成、借入金返済、修了式 

【主催】 

ビジネス体験隊実行委員会 

・茅ヶ崎 RC・茅ヶ崎市・寒川町の 3者で構成 

・実行委員長は茅ヶ崎 RCの会長 

【後援】 

経済産業省関東経済産業局、茅ヶ崎市、寒川町、茅ヶ崎市教育

委員会、寒川町教育委員会、茅ヶ崎商工会議所、寒川町商工会 

【協力】 

ミッドメディア有限会社／文教大学湘南校舎（学生スタッフ） 

【地元講師】 

湘南おしゃマル 代表 浦野沙絵子様 

【協力企業】 

・販売店：イオン茅ヶ崎中央店 

・金融機関 横浜銀行茅ヶ崎支店／湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 

【プロジェクト費用】 

プロジェクト総費用予定額：891,240円 

地区補助金申請額：495,000円  

クラブ拠出金額：396,240円  

総額の 44％（※プロジェクト総額の 20%以上が必須） 

【茅ヶ崎ロータリークラブで行う主な内容】 

①受付の際の市役所 1階正面入り口、西側入り口、駐輪場、1階

と 4階のエレベーターホールでの参加者誘導 

②融資体験や、返済の際の会場移動の際の子どもたちの誘導 

③市場調査、販売シュミレーションの際の子どもたちの誘導並

びに安全確保 

④お弁当、飲み物の準備  

⑤お弁当のごみの片づけ（分別、容器洗い、残飯まとめ） 

⑥商品製作など、プログラム中のフォロー、手伝い 

【その他】 

①各 4日間、丸 1日ご参加いただける会員さんの分のお弁当は

クラブ社会奉仕の予算で用意する予定です。 

（個々でお弁当を買いに行っていただく時間的余裕がプログラ

ム上、無いため） 

②1時間でも 2時間でも、少しでもお手伝いいただけましたら、

12 時からのお昼の前や、13 時のお昼後、14 日 17 日のイオン

への子ども誘導、9時からの受付開始後 30分の市役所内での誘

導が一番人手が必要です。 

③クラブみんなで行う奉仕事業です。少しでも子どもたちのキ

ラキラ変化する顔を見に来てください！ 

卓話 富田桂司会員・岩澤あゆみ会員 


