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☆歌唱「我等の生業」「覇気あれ我クラブ」  ☆諸事お祝 

☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1960 年   ☆幹事報告 ガバナー事務所より 他     

☆委員会報告 クラブ管理運営 他       ☆卓話：横山 貢君「イニシエーションスピーチ」 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2010 年 7 月 8 日（木） 第２４４６例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 2 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊地区資金本会計・事業会計・特別会計(大会分担金) 
送金の依頼 
＊青少年交換学生募集の件  （ポスター添付） 

・応募資格：現地到着時に１５歳～１８歳未満の高校

生 ・募集締切日：２０１０年 １０／２９(金) 

◇米山記念奨学会より  ２０１０年度上期普通寄付金の依

頼  

◇茅ケ崎市より 茅ケ崎市後援名義使用決定書 「茅ヶ崎

ロータリークラブ創立５０周年記念講演会」 

◇平塚西ＲＣより 会員名簿 2010～2011 

◇ＡＭＤＡジャーナルダイジェスト ◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆寒川    ７／２６(月) １８：００点鐘 そば処「八福茶屋」 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：4,000 円（交換学生送別会他） 

         ８／１６(月) 休会（クラブ定款による） 

☆大磯    ７／２２(木) １８：００点鐘 大磯プリンスホテル

（ブレンダさん歓送会） 

         ７／２９(木) ⇒７／３１(土) １８：００点鐘 大

内館（前会長幹事慰労会） 

☆綾瀬春日 ７／１４(水) １８：３０点鐘 伊東温泉 ホテル

川良 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：15,000 円（会長・幹事慰労会） 

◎会報 着     鎌倉中央・大磯・寒川   

◎委員会活動計画書 着  寒川・茅ケ崎中央・平塚西 

左）出席表彰の斉藤会員 右）誕生祝の泉会員・佐々木会員 

◎諸事お祝 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1960 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

初代会長：落合一作 幹事：山本銀三 会員数：２０名 

年間出席率：93.76％ スマイル：89,430 円 
８月１７日、藤沢ロータリークラブをスポンサーとして

茅ヶ崎ロータリークラブ誕生（チャーターメンバー２０

名、特別代表・岩崎裕侾） ９月１６日、ＲＩ承認（日

本創立順位第 390 番）１１月２３日、認証状伝達式挙行 
＜ＲＩ＞ 

会長：Ｊ．エド・マックロウリン（米テキサス州、ラル

スＲＣ） テーマ：あなたはロータリーです ― それを

生かしましょう（You Are Rotary ― Live It!）それを表

現してください（Express It!）それを膨張させましょう

（Expand It!）クラブ数：10,701 会員数：498,616 国

際大会：東京（日本） 
【政治・経済】池田勇人内閣が発足、「所得倍増論」を謳

う。【文化】カラーテレビ本放送開始。「白馬童子」「少年

探偵団」。芥川賞：北杜夫、直木賞：池波正太郎ら【スポ

ーツ】プロ野球日本シリーズで大洋が初優勝。夏の甲子

園で法政二高が柴田投手を擁して優勝【ヒット曲】潮来

笠（橋幸夫）達者でな（三橋美智也）【流行語】所得倍増、

安保、ダッコちゃん、家付き・カー付き・ババァ抜き 
 



 
 
◎出席報告  池上 實会員 

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 
７／８ ２４４６ ３７ ３６ ２８ ２ ４ ８８．２４％  

６／２４ ２４４４ ３９ ３７ ３１ １＋１ ４ ８６．４９％ ８９．１９％ 

 
◎委員会報告 

親睦［岡本担当］：７／２９（木）直前会長・幹事慰労

会についてのお知らせ 
クラブ管理運営［小林委員長］＆奉仕プロジェクト［加

茂委員長］：例会後の委員会実施の確認 

≪卓話概要≫ 
 生まれも育ちも茅ヶ崎です。代々農家をやっていまし

たが、４０年前に父が産業道路沿いにドライブインとし

て「なんどき牧場」を作りました。その父の背中を見て

育ったので、必然のように高校を出ると服部調理専門学

校へ通い、料理の道に入りました。学校を卒業後、１０

年ほど和食の修行をしました。農家で忙しく、弟・妹の

世話もしていたので、割と小さな頃から包丁を握ったり

する機会もありまして、この仕事を好きになって選んだ

のだと思います。 
 現在は和食というより肉料理を主にやっています。そ

れゆえ、野菜も充実させたいと思い、湘南野菜というの

に注目しました。４～５年前に産業道路沿いに“わいわ

い市”というＪＡが経営する持ちよりの市場が出来まし

て、それから一層「地産地消」というものを意識するよ

うになりました。かつてのドライブイン時代にはぬか漬

けのおしんこを出して評判だったものを肉料理にシフト

するのを機に、洋風のピクルスにすることにしました。

これが縁あって農協新聞の『一村逸品大賞』を頂くこと

になり、辛口審査委員長のやくみつるさんに気に入って

もらいました。 
 このように、地場のものを使いつつ、地元の皆さんに

支持して頂けるようなお店にと思って頑張っていますの

で、機会があれば是非お越し下さい。 
■一問一答 
趣味は？：運動は中学・高校と部活をやりましたし、ス

キューバダイビングの免許も取りましたが、なかなか行

けません。今は食べ歩きが仕事への勉強も兼ねた趣味だ

と言えます。 
家族構成は？：両親、妻、娘です。子どもはもっと欲し

かったのですが、結婚１３年目でようやく授かりまして、

まだ１０歳です。 
店の名前の由来は？：茅ヶ崎の民話で「なんどき橋」と

いうお化けの話がありまして。それと、肉をイメージさ

せる「牧場」という言葉を足したものです。実際には牧

場を持っているわけではありませんが（笑） 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

卓話 横山 貢君 

「イニシエーションスピーチ」 

◎スマイル報告 杉本行廣担当 

河本啓伸君・横山宏実君 諸事御祝いの皆様おめでとうござ

います。横山貢さんイニシエイションスピ－チ楽しみにしてい

ます。 

佐々木幸男君 誕生祝いありがとう 

泉 不二夫君 誕生祝い有難うございます。 

山口利通君 うっかりしました。横山君のイニシエイションスピ

－チを祝してスマイルします。 

横山 貢君 本日は、イニシエイションスピ－チと言う事で宜

しくお願いします。 

加茂正司君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。御祝

いの品は、いよいよ山鉄のかつをぶしが登場しますね。 

出口敬純君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。横山

貢君イニシエイションスピ－チよろしくお願いします。 

須川宣明君 今日は梅雨の合い間で爽やかな青空ですね。

暑くて気持ちはめげそうですが、明るくいきたいものです。 

平井 茂君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。 

大森久巳男君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。 

粂 仁夫君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。横山

貢君スピ－チ楽しみです。 

熊澤圓造君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。 

山本幸一君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。本日

早退させていただきます。聞くことができませんが、横山君イ

ニシエイションスピ－チ頑張って下さい。 

伊藤留治君 横山さん、イニシエイションスピ－チ期待してま

す。 

古性武志君 諸事お祝い申し上げます。又、本日は所用に

て、早退させて頂きます。申し訳ございません。 

菅野 清君 諸事御祝いの方おめでとうございます。平塚の

七夕も終わり、夏本番です。体調管理に気をつけましょう。 

斉藤信夫君 出席表彰ありがとうございます。 

杉本行廣君 横山さん、イニシエイションスピ－チが済みまし

たら、スマイルのお手伝いをお願いしますネ。 

［本日は１９件、29,000 円です］ 

～卓話者プロフィール～ 
よこやまみつぐ 
職業分類：洋食 
株式会社なんどき 代表取締役 
2010 年４月入会 現年度：スマ

イル、親睦 


