
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔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.rotary-club.org］からもご覧頂けます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆歌唱「君が代」「奉仕の理想」     ☆「四つのテスト」唱和   

☆創立記念乾杯     ☆理事会報告・会長挨拶    ☆幹事報告      

☆委員会報告 情報、会員増強    ☆創立にまつわる思い出話（池上会員） 

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 8 月 5 日（木） 第２４５０回 創立記念例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 6 

＝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 

小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 
◎幹事報告 

◇ＲＩより  ＲＩ加盟５０周年に対する賞状 

◇ガバナーより 

＊青少年交換来日学生のためのオリエンテーションの

案内 

・８/２８(土) 9：00～17：00 オリエンテーション 17：00～歓

迎会 ・かながわ女性センター２階 

・テーマ「来日学生のオリエンテーションと日本での生活

の為の研修会（仮題）」 回答締切：８/２０(金) 

＊第１回地区アクターズミーティングへの出席の依頼 ・

8/21(土) 13：30～ ・相模原市民会館 

＊地区便覧 

◇米山記念奨学会より 世話クラブ補助金の案内 

◇ロータリー囲碁同好会より 「第９回ロータリー全国囲

碁大会」の案内 

・10/16(土) 10：00 開会式 ・日本棋院会館１Ｆ ・登録

料：6,000 円 

◇「ロータリーの友」８月号  ◇ガバナー月信 №２  

◇ｔｈｅ ｒｏｔａｒｉａｎ 

◇タウンニュース  

◎例会変更  

☆綾瀬春日 8/11(水) 休会（クラブ定款により） 

◎会報 着   茅ヶ崎湘南(ﾒｰﾙ配信) 

◎委員会活動計画書  平塚南 

 

諸事お祝 

◎委員会報告 

情報［小澤会員］：規定審議会決定報告について 
主な変更点 ①理事会の承認を得ての長期欠席は最

長で１２か月 ②出席免除規定が６４歳以下には適

用されない ③出席免除者が出席した場合は出席会

員数に入れてもよい 
ロータリーの友８月号の注目記事紹介 

左）結婚記念（７月分）の

成田会員。お祝の品は横山

貢会員「なんどき牧場」の

ラスクセット 下）誕生祝

の小林会員・大森会員・成

田会員（７月分）。お祝の品

は山口会員「山鉄」の鰹節

セット 



 
 
◎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 
８／５ ２４５０ ３７ ３２ ２６ １  ８７．５０%  

７／１９ ２４４８ ３７ ３３ ２５ ２+０ ６ ８１．８２% ８１．８２% 

 ◎理事会報告 

①規定審議会 決定報告について 
回覧した上、その対処を会長・幹事に一任 

②青少年交換学生受け入れについて 
ａ）Samantha は８／２５のＪＡＬ便にて来日。デイモ

ン・クライド会員と有志で成田に迎えに行く。 
ｂ）クラブ会員にホストファミリーになってもらえるよ

うお願いし、加えて外部委託も正式に依頼する。 
ｃ）ホストファミリーに対しては月額１０万円の費用と

１万円の小遣いを支給する。 
ｄ）地区からの補助だけでは不足する分を会員から月額

千円を支援してもらう。また、それでも不足する場合は

奉仕プロジェクトより捻出する。 
③野口聡一さんミッション成功に関する神奈川新聞広告

掲載について 
湘南・中央両クラブとともに３万円ずつの負担をする

ことで承認 
 
◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1963 年～ 

 

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 杉本行廣担当 

小口英世様（茅ヶ崎湘南） はじめて、お邪魔いたしまし

た。 

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。来週は通常通り例会がありますので、よろしくお

願いします。 

大森久巳男君 湘南ＲＣの小口様ようこそ。誕生祝いありが

とうございます。 

小林 亨君 お客様ようこそ。小口先生歓迎いたします。

誕生祝いありがとうございます。本日の理事会スミマセンで

した。 

菅野 清君 諸事お祝いの方おめでとうございます。お客

様ようこそいらっしゃいました。 

成田栄二君 下里副会長、先週の慰労会・送別会では、私

にまで気を使って頂き有難うございます。副会長の活躍期

待しています。まずは、台北へ行きましょう。佐々木さんお

世話になりました。 

程島利通君 紛失した財布が出て来ましたので。創立記念

を祝い。諸事御祝いの皆様を祝し。 

池上 實君 ５０年前（１９６０：８；１０）の今頃２０名のチャタ

ーメンバーが集い、第１回例会を開催した記念すべき８月

です。先人に感謝致しましょう。 

熊澤圓造君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。湘

南ＲＣの小口様ようこそ。 

粂 仁夫君 諸事御祝いの皆様おめでとうございます。小

口英世様いらっしゃいませ 

古性武志君 諸事お祝いお喜び申し上げます。又、創立

記念例会おめでとうございます。 

出口敬純君 お客ようこそ。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。湘

南ＲＣの小口さんようこそ。ＴＯＴＯ夏祭り無事終了すること

が出来ました。出店いただいた皆様ご来場いただいた皆様

ありがとうございました。本日早退させていただきます。 

加茂正司君 創立記念を祝して。湘南の小口さんようこそ

いらっしゃいました。 

下里洋一君 小口先生ようこそ 

田中賢三君 湘南の小口先生こんにちは。ゆっくりしてらし

て下さい。８月７日花火大会よろしくお願いします。 

山口利通君 皆様お暑うございます。湘南ＲＣの小口先生

ようこそ。 

横山 貢君 山本さん先日は、ＴＯＴＯ夏祭りお世話に成り

ました。大変楽しくやらせて頂きました。ご苦労様でした。 

杉本行廣君 創立記念例会を祝して。小口先生ようこそ。

諸事お祝いの皆様おめでとう。 

［本日１９件 23,000 円でした］ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

第４代会長：新家弘二 幹事：田中 豊 会員数：３３名 年

間出席率：97.64％ スマイル：316,499 円 
＜ＲＩ＞ 
カール Ｐ.ミラー Carl P.Miller （米国・ロサンゼルスＲＣ） 
MEETING ROTARY'S CHALLENGE IN THE SPACE AGE 
宇宙時代におけるロータリーの進路  
＜国内での出来事＞ 
【社会的出来事】吉展ちゃん誘拐事件【流行語】「三ちゃん農

業」「ＯＬ」【雑誌創刊】週刊少女フレンド［講談社］、週刊マ

ーガレット［集英社］、女性セブン［小学館］【テレビ番組】鉄

腕アトム【ヒット曲】高校三年生（舟木一夫）こんにちは赤ち

ゃん（梓みちよ）東京五輪音頭（三波春夫）Sukiyaki「上を向

いて歩こう」 (Kyu Sakamoto)【1963 年生まれの有名人】重

松清［記念講演ゲスト］、小和田雅子［皇太子妃］、工藤公康（プ

ロ野球選手）、松本人志・浜田雅功（ダウンタウン） 
 

＝創立こぼれ話＝ 

 初代会長・落合一作さ

んが１０周年誌で述べら

れていますが、当時は茅

ヶ崎では誰もロータリー

クラブといったものを知

らず、大混乱したそうで

す。そのうち理解度は深

まりましたが、今度はそ

れを阻止しようという人

も現れ、大ピンチに陥り

まして．．． 
入会以来３９年間皆出席の池

上實会員がこぼれ話を披露 


