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☆歌唱 「手に手つないで」      ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1962 年 

☆野元彩加さん（青少年交換学生）帰国報告 ☆幹事報告 ＲＩより 他        

例会に引続き 直前会長・幹事慰労会及び、退会会員送別会 

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 29 日（木） 第２４４９回例会 天候：晴れ 司会：横山宏実幹事 No. 5 

＝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 

◎ゲスト・ビジター紹介 

永海一秀様（元茅ヶ崎ＲＣ会員） 野元彩加さん（青少年交

換学生） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  ８月度ロータリーレートの通知 １＄＝８８円    

◇ガバナー事務所より     

＊規定審議会不服申立について 

＊ロータリー財団セミナー開催の案内 

 ・８／２５(水) 14：00～17：00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６階『研修

室２・３』 ・回答締切：８／１６(月) 

＊Ｒ財団月間卓話派遣の件 ･回答締切：８／２０(金) 

＊地区大会記念 親睦ゴルフコンペのお誘い   

・９／２８(火) 8：30 スタート ・小田急藤沢ゴルフクラブ  

・プレー費：17,700 円 ・参加費：6,000 円 ・締切：9／8(水) 

◇ロータリー文庫より ホームページ・リンクの依頼 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会 2010-2011 年度ホストクラブ（寒川

ＲＣ）より  

 「６ＲＣ親睦ゴルフ大会担当者会議」開催の通知 ・８／１

(日) 18：00 より ・馳走庵 ・会費：5,000 円 

◇台北西北区扶輪社より ５０周年チャーター記念式典の

通知  

・式典：１２／１８(土) 夜  

･親睦ゴルフ・コンペ＆台北近郊半日観光：１２／１７(金) 朝 

・前夜祭：１２／１７(金) 夜  

・サヨナラ朝食会：１２／１９(日) 朝 

◇寒川神社より 浜降祭式典にあたり協力への礼状 

◇全国ロータリークラブ野球大会より 暑中見舞い状  ◇

玉蘭荘だより ◇ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 2010.最終号 №13  ◇タウ

ンニュース（河本会長の紹介記事が掲載されています） 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

第３代会長：秋吉 致 幹事：山本銀三 会員数：２７名 年

間出席率：98.34％ スマイル：235,200 円 
＜ＲＩ＞ニッティシ Ｃ.ラハリー Nitish C.Laharry （イン

ド・カルカッタＲＣ）kindle the spark within 内部に火を燃

やせ クラブ数：11,309 会員数：528,297 
【社会的出来事】堀江謙一、小型ヨット「マーメイド」で西宮

からサンフランシスコへ世界初の単独太平洋横断に成功（『太

平洋ひとりぼっち』）、東京の人口が１千万人を突破。世界初の

１千万都市に【ヒット曲】「いつでも夢を」（橋幸男・吉永小百

合）「遠くへ行きたい」（ジェリー藤尾）「山男の歌」（ダークダ

ックス）【流行語】はい、それまでよ・無責任男・わかっちゃ

いるけどやめられない［植木等］【映画】「キューポラのある街」

「座頭市物語」【スポーツ】プロ野球日本シリーズは東映が阪

神を破って優勝、高校野球は作新学院が春夏連覇 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1962 年～ 

◎例会変更 

☆茅ケ崎湘南 ８／４(水) ⇒ ８／７(土) 18：30 点鐘 海の家

「浜磯」（茅ケ崎中央ＲＣとの合同花火例会） 

８／１１(水) 休会（クラブ定款により） 

☆藤沢西    ７／２９(木)・８／１２(木)・９／２３(木) いずれも 

休会（クラブ定款により） 

☆藤沢北    ８／１３(金) 休会（クラブ定款により） 

☆綾瀬      ８／３(火) ⇒ ８／５(木) 18：00 点鐘 足柄ア

サヒビール園（家族親睦移動例会） 

          ８／１０(火) 休会（クラブ定款による） 

☆秦野名水   ８／１２(木) 休会（クラブ定款により） 

          ８／１９(木) 移動例会（家族親睦バス旅行・

横浜方面） 

◎会報 着      相模原・茅ヶ崎湘南（ﾒｰﾙ配信） 

◎委員会活動計画書 着  相模原・茅ケ崎湘南・秦野名水 



 
 
◎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 
７／２９ ２４４９ ３７ ３６ ３０ ０ ６ ８３．３３％  

７／１５ ２４４７ ３７ ３４ ２９ 1 ４ ８８．２４％ ８８．２４％ 

 

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 

◎スマイル報告 杉本行廣会員 

永海一秀様 お久しぶりです。今日はお招き頂きまして

有難うございました。野元さん頑張って下さい。 
斉藤信夫君・和田幸男君 直前会長･幹事慰労会有難うご

ざいます。 
河本啓伸君・横山宏実君 斉藤直前会長、和田直前幹事 
一年間お疲れ様でした。河本・横山コンビも一年後を平

和な気持ちで迎えられるよう頑張ります。新会員の永海

さん、ようこそ！野元彩加さん、お帰りなさい！また時々

遊びに来てﾈ。 
下里洋一君 斉藤直前会長、和田直前幹事、地区委員の

加藤寛君、成田君、一年間お疲れ様でした。野元さんよ

うこそ。 
大森久巳男君 直前会長、斉藤様。直前幹事、和田様。

一年間大変お疲れ様でした。永海様しばし休会残念です。

再入会される日を待っています。野元君お帰りなさい。

元気で何よりです。韓国での経験、今日からゆっくりと

聞かせて下さい。 
伊藤留治君 直前斉藤会長・和田幹事一年間御苦労様で

した。永海さん See Again！野元さん、お帰りなさい。 
菅野 清君 野元さんの元気な姿を見て、なにか大人っ

ぽくなったようで何よりです。 
田中賢三君 野元さんお帰りなさい。お土産ありがとう。

斉藤直前会長、和田直前幹事、名コンビでした。楽しい

ロータリーを有難うございました。 
田中賢三君 永海さんいつでも来て下さい。堀口さんよ

うこそ。 
平井 茂君 野元さん、永海さん、いらっしゃい！ 斉

藤さん、和田さんご苦労さまでした。 
池上 實君 斉藤・和田両直前会長幹事、一年間ご苦労

様でした。野元さんお帰りなさい。元気で何よりです。 
成田栄二君 永海さん、野元さんようこそ！！野元さん

お土産有難う。慰労会･送別会楽しみましょう！！ 
山口利通君 直前会長幹事、一年間ご苦労様でした。今

日はゆっくりくつろいで下さい。野元さんお帰りなさい。

大きく成長した様ですね 
小澤耕一君 斉藤直前会長 他、直前役員の諸兄ご苦労様

でした。野元さんお帰りなさい。 
小林 亨君 お客様ようこそ。野元さん元気な姿を見て

喜ばしいです。斉藤直前会長、和田直前幹事ご苦労様で

した。 
岡本辰男君 野元さんお帰りなさい。心身共大人になり

ましたね。 
山本幸一君 野元さんお帰りなさい。お土産ありがとう。

永海さんようこそ。退会式ではなく再入会式にします

か？（笑） 
加藤 寛君 野元さんお帰りなさい。永海さんようこそ。 
加茂正司君 前会長･幹事この一年間本当にご苦労様で

した。野元さんお久し振りです。永海さんこれからもチ

ョイチョイ顔を出して下さい。 

熊澤圓造君 野元さんお帰りなさい。 
粂 仁夫君 前年度会長・幹事、ご苦労様でした！！お客

様いらっしゃいませ。 
澤邑重夫君 永海さんようこそ。野元さんお帰りなさい。

韓国ではいろいろあったと思いますが、経験のすべては自

分に良い形で帰ってくるはずです。これからもお互い楽し

く頑張りましょう！！ 
岩澤 正君 直前会長・幹事ご苦労さんでした。 
杉本行廣君 お客様ようこそ。直前会長･幹事お世話にな

りました。今宵はどうぞおくつろぎ下さい。 
［本日、24 件 62,000 円でした］ 

青少年交換学生・野元彩加さん 
帰国報告 

 韓国ではホストファミリーに恵まれ

ず、また、文化交流という目的のため

に行きましたが、友達を作ろうにも皆

勉強に忙しく、休み時間には疲れて寝

ているという状態で辛い想いもありま

したが、頑張ってきました。 

～直前会長・幹事慰労会＆退会会員送別会～ 

例会後、直前会長・幹事慰労会ならびに退会会員送別会が催さ

れました。程島直前副会長が謝辞を述べられ、下里現副会長が

乾杯の発声を行いました。永海元会員の復帰が待たれますね 

斉藤直前会長、和田直前幹事、ソングリーダーの平井会員 


