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☆歌唱 「それでこそロータリー」   ☆青少年交換学生 サマンサ・キャッツァリーさん挨拶 

☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1965 年  ☆幹事報告 ガバナーより 他        

☆卓話：ゲストスピーカー 服部信明様（茅ケ崎市長） 

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 26 日（木） 第２４５２回例会 天候：晴れ 司会：横山宏実幹事 No. 8 

＝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 

服部信明様（ゲストスピーカー・茅ケ崎市長） 

サマンサ・キャッツァリーさん（青少年交換学生） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより 今年度版「ＲＩカタログ」 

◇ガバナーより 

＊2010 年規定審議会制定案のクラブ定款への反映につい

て 

＊研究グループ交換（ＧＳＥ）チームリーダー（ガバナー代

理）募集の依頼 

＊研究グループ交換（ＧＳＥ）チームメンバー募集の依頼 

応募締切：10/30(土) 

 リーダー・メンバー共に派遣期間：2011 年 4/14(木)～

5/16(月) 交換先：第 4630 地区（ブラジル．パラナ州） 

◇台北西北区扶輪社より ５０周年チャーター記念式典の

日程・場所・時間等についての案内 

 ・親睦ゴルフコンペ・・・12/17(金) 7：30 ティーオフ 台湾

ゴルフクラブ 

 ・市内観光或近郊半日遊・・・12/17(金) 9：30 出発 

 ・前夜祭・・・12/17(金) 18：30 台北・國賓大飯店 12 階 

摘星樓 

 ・2010 台北花博覧見学・・・12/18(土) 9：00～14：00 

 ・５０周年記念パーティー・・・12/18(土) 17：00 典華旗艦

館 6 階 

 ・二次会・・・12/18(土) 21：45 典華旗艦館 頂樓 空中

花園 

 ・惜別朝食会・・・12/19(日) 8：30 台北・國賓大飯店 

◇綾瀬春日ＲＣ（ＩＭホストクラブ）より 2009-2010 年度ＩＭ

のＤＶＤ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

第６代会長：長塚勇 幹事：伊藤留治 会員数：４１名 年間

出席率：97.12％ スマイル：315,180 円 
＜ＲＩ＞Ｃ.Ｐ.Ｈ.ティーンストラ C.P.H.Teenstra （オラン

ダ・ヒルバーシュムＲＣ）ACTION, CONSOLIDATION AND 
CONTINUITY 行動 強化 継続性 クラブ数：12,114 会

員数：581,436 
【政治・経済】第 1 次改造佐藤栄作内閣 戦後初の「赤字国債」

発行【大卒初任給】約 2 万円【新商品】旅行 ジャルパック［日

本航空、ハワイコース 9 日間が 378,000 円、欧州 16 日間コー

スが 675,000 円］カセットテープレコーダー［アイワ、2 万 800
円］オロナミンＣ［大塚製薬、100 円］ チョコレートボール

［森永製菓、30 円］【流行語】「アイビールック」「スモッグ」

「ブルーフィルム」「やったるで」【流行歌】「君といつまでも」

（加山雄三）、「ヨイトマケのうた」（丸山明宏）、「涙の連絡船」

（都はるみ）「かえろかな」（北島三郎）【新連載・新番組】フ

ジ三太郎（サトウサンペイ）墓場の鬼太郎（水木しげる）アニ

メ・オバケのＱ太郎、アニメ・ジャングル大帝、１１ＰＭ【1965
年生れの著名人】さくらももこ（漫画家）、太田光・田中裕二

（爆笑問題）、中森明菜（歌手）、山本昌（プロ野球選手）【ス

ポーツ】巨人のＶ９が始まる（日本シリーズでは南海ホークス

を下す）、野村克也（のむさん）が戦後初の三冠王、高校野球

春・岡山東商、夏・三池工（原貢監督） 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1965 年～ 

◇ハイライトよねやま 126 ◇the Rotarian ◇タウンニュース  

◎例会変更  

☆藤沢北 9/24(金) 18：30 点鐘 グランドホテル湘南 

☆藤沢南 9/13(月) 18：00 点鐘 紀伊国屋旅館（夜間移動例

会）     9/20(月) 祝日休会 

◎会報 着  大磯・茅ケ崎湘南 

◎委員会活動計画書 着  大磯 



 
 
◎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 
８/２６ ２４５２ ３７ ３５ ２７ ２ ６ ８２．８６％  

８/５ ２４５０ ３７ ３２ ２７ １+０ ４ ８７．５０％ ８７．５０％ 

 

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 井上 隆会員 

河本啓伸君・横山宏実君 服部市長お忙しい中ありがとうご

ざいます。卓話よろしくお願いします。サマンサようこそ。これ

から一年間頑張って勉強して下さい。まずは日本に慣れる事

が大切ですね。デーモン君ありがとうございました。 

大森久巳男君 茅ヶ崎市長服部信明様ようこそいらっしゃい

ました。未来を見つめた卓話楽しみです。 

菅野 清君 市長様ゲストスピーカーありがとうございます。

サマンサ キャッツァリーさんようこそいらっしゃい。 

田中賢三君 服部市長、本日卓話よろしくお願いします。京

王新宿駅の事故、佐藤春夫の長男秋刀魚の歌悲しさひとし

おのサンマでした。 

伊藤留治君 服部市長本日はようこそ 

平井 茂君 青少年交換留学生サマンサ キャッツァリーさん

ようこそ。服部市長お忙しい中卓話ありがとうございます。 

加茂正司君 服部市長本日の卓話楽しみにしています。サマ

ンサさんようこそ茅ヶ崎へ。この一年間宜しく！ 

加藤 寛君 暑い日が続きます。皆様お体を大切に。市長本

日はようこそお越しくださいました。 

小澤耕一君 厳しい残暑の中ご臨席ありがとうございます。卓

話を楽しみにしております。 

岡本辰男君 市長の卓話心待ちにしておりました。楽しみで

す。 

出口敬純君 服部市長様こそ。卓話楽しみです。交換学生の

サマンサさんようこそいらっしゃいました。 

程島利通君 服部茅ヶ崎市長ようこそ。 

成田栄二君 服部市長、卓話よろしくお願いします。青少年

交換学生サマンサ キャッツァリーさんようこそ。佐々木さんお

世話になりました。 

岩沢 正君 服部市長卓話宜しく。青少年交換学生サマン

サさんよろしく。 

粂 仁夫君 服部信明市長ようこそ、サマンサ キャッツァリー

さんいらっしゃい 

和田幸男君 服部市長卓話よろしくお願いします。青少年交

換学生のサマンサさんようこそ！ 

池上 實君 服部信明茅ヶ崎市長、お暑い中をクラブへよう

こそ。卓話楽しみにしております。 

熊澤圓造君 服部市長さん御多忙中ご苦労様です。 

山本幸一君 服部市長ようこそ。卓話楽しみです。和田さん

会場監督替わって頂きありがとうございました。 

［本日、19 件 25,000 円でした］ 

◎卓話 服部信明様（茅ヶ崎市長） 

新たな時代に対応できる茅ヶ崎を目指して 

これまでの服部市政概略とこれ

から先 20 年のことを見据えた展望

について、パワーポイントを使って

のプレゼンテーション形式で語っ

て頂きました。 

＝20 年先を展望した中で 

この 5 年で取り組むべきこと＝ 

 

青少年交換学生サマンサの自己紹介 

 はじめまして。私の名前はサマン

サです。今、１６歳です。カナダ人

で、ビクトリアで生れました。趣味

は歌と踊りと写真です。これから一

年間どうぞよろしくお願いします。

ありがとう。 

日本の生活に早く慣れてくださいね 


