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☆歌唱 「君が代」「奉仕の理想」 ☆四つのテスト唱和 ☆表彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（Ｍ

ＰＨＦピン授与） 熊澤圓造君（３回目)デイモン・クライド君（１回目） ☆会長挨拶 ☆幹事報告 ☆委員会報告

（雑誌他） ☆卓話 ゲストスピーカー 第４グループガバナー補佐 池亀武士 様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 

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 
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2010 年 9 月 2 日（木） 第２４５３回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 9 

＝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 

池亀武士様（ガバナー補佐・茅ヶ崎中央ＲＣ） 

劉 艶 明さん（米山奨学生） 

◎幹事報告 

◇レイ・クリンギンスミスＲＩ会長より 創立 50 周年を迎える当

クラブへの感謝と意義についての書簡 

◇ガバナー事務所より  

＊麻薬撲滅キャンペーン啓蒙資材手配について 

＊クラブ研修リーダーに関するアンケートの依頼 

◇ガバナー補佐より  第２回会長幹事会 開催通知 ・９

／９(木) 19：00 ・茅ケ崎南口ﾚｽﾄﾗﾝ「アップル」 

◇全国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会事務局より 第２９回全国ﾛｰﾀ

ﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会参加について 

◇ロータリーの友 ◇ガバナー月信№３ ◇タウンニュース 

◇ダルク・ケア・センターより 「Ｓｅｒｅｎｉｔｙ」№56 

◎会報 着   鎌倉中央・藤沢北西 

◎委員会報告  

＊雑誌･情報委員会・・・「ロータリーの友」記事の紹介 

＊50 周年記念誌委員会・・・9/2 会合の確認 

◎理事会報告 

（１）５０周年事業について 

①式典のプログラム・座席表は、台湾からのメンバー及び

会員家族が確定したのち、９月末に最終作成する。 

②記念講演会当日の実動係は９／９（木）に開催される実

行委員会にて決定する。 

（２）９／１６ガバナー公式訪問について 

①出席委員会からの要望「全員出席の奨励」を承認 

②ガバナー歓迎の歌のピアノ伴奏を斉藤会員ご夫人にお

願いする 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

第７代会長：青木真一 幹事：藤牧菊大 会員数：４５名 年

間出席率：95.73％ スマイル：410,150 円 
＜ＲＩ＞リチャード Ｌ.エバンス Richard L. Evans （米

国・ソルトレークシティーＲＣ）A Better World Through 
Rotary ロータリーでよりよき世界を クラブ数：12,460 会員

数：599,945【社会的出来事】ビートルズ来日。テレビ視聴率

56%。人口が１億人を突破。【新商品】サッポロ一番［サンヨ

ー食品］明星チャルメラ［明星食品］【流行語】「グループ・サ

ウンズ／ＧＳ」「こまっちゃうな」（山本リンダ）「しあわせだ

なぁ」（加山雄三）「シュワッチ」「新三種の神器／３Ｃ」 あこ

がれの家庭用品、カラーテレビ(color television)、カー(car)、
クーラー(cooler)【ヒット曲】お嫁においで（加山雄三）、星の

フラメンコ（西郷輝彦）、こまっちゃうな（山本リンダ）、想い

出の渚（ワイルドワンズ）【スポーツ】高校野球、中京商が初

の春夏連覇。ワールドカップはイングランドが優勝。 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1966 年～ 

（３）青少年交換学生について 

 ２年生に編入されることになったため、修学旅行費（１１万円

程度）が掛かる。他にも教科書代・制服代・クラスＴシャツ代な

どが必要になる。会員から月額 1,000 円を徴収させてもらうこと

なっているが、それでも不足するものについては奉仕プロジェ

クトより拠出することを承認。 

◎表彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

表彰を受けた熊澤圓造会員（左）とデイモン・クライド会員 



 
 
◎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 
９／２ ２４５３ 37 ３５ ２８ １  ８２．８６％  

８／１２ ２４５１ 37 ３３ ２６ ２+１ ４ ８４．８５％ ８７．８８％ 

 

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 

池亀武士様（茅ヶ崎中央ＲＣ）今日で２クラブ目のガバナー

公式訪問です。伝統ある、又地域のリーダーが多くいるクラブ

訪問で緊張しています。よろしくお願いします。 

河本啓伸君・横山宏実君 池亀ガバナー補佐ようこそ。ご指

導よろしくお願いします。劉さんようこそ。イギリス留学お疲れ

様。青少年交換のサマンサは本日より鶴嶺高校２年８組に入

ることになりました。デーモン君ご苦労様です。 

古性武志君 池亀ガバナー補佐、劉さんようこそいらっしゃい

ました。９月とは思われない残暑が続きますが、暑さにバテ

ず、気の持ちようは涼しげにしていきたいです。 

下里洋一君 池亀ガバナー補佐どうぞよろしくお願いします。 

小澤耕一君 池亀 DGA 酷暑の中ご苦労様です。宜しくお願

い致します。劉さんようこそ!!元気な声が聞け、嬉しいです。 

田中賢三君 昨日は防災の日、気持ちの備えだけはしておき

ました。池亀 G 補佐本日よろしくお願いします。劉さんいつも

笑顔が素敵です。元気をもらっています。有難う。 

平井 茂君 劉さんようこそ。池亀ガバナー補佐今日はご苦

労様です。 

池上 實君 池亀ガバナー補佐、お暑い中をご苦労様で

す。本日よろしくご指導を。劉さんの笑顔、笑い声が涼しさを

さそいます、ようこそ。 

岩澤 正君 池亀武志様、お暑いところご苦労様です。 

加茂正司君 ガバナー補佐の池亀さん宜しくお願いします。

劉さんお帰りなさい。 

菅野 清君 池亀ガバナー補佐・劉艶明さんようこそいらっし

ゃいました。 

熊澤圓造君 池亀ガバナー補佐ご苦労様です。 

成田栄二君 池亀ガバナー補佐本日はよろしくお願いしま

す。劉艶明さんようこそ。 

大森久巳男君 ガバナー補佐茅ヶ崎中央 RC 池亀武士様よう

こそ!卓話楽しみです。劉艶明さんようこそいらっしゃいまし

た。 

澤邑重夫君 池亀ガバナー補佐・劉さんお暑い中ようこそい

らっしゃいました。申し訳ございませんが、社会保険労務士会

に出席の為、クラブ協議会を欠席させていただきます。何卒

よろしくお願いします。 

山本幸一君 池亀ガバナー補佐ようこ!猛暑の中、クラブ訪問

頂きありがとうございます。卓話もよろしくお願いします。劉さ

んイギリスはどうでしたか？御土産ありがとうございました、 

山口利通君 池亀ガバナー補佐本日はご苦労様です。会

長・幹事の教育をよろしくお願いします。 

横山 貢君 劉艶明さんおかえりなさい。御土産ごちそうさま

です 

杉本行廣君 天高く馬肥える秋とゆきたいところですが、いつ

までも酷暑をひきずる今年です。暑さに負けずロータリー活動

に励みましょう。ガバナー補佐、お役目ご苦労様。表彰の皆

様おめでとう。 

［本日、18 件 28,000 円でした］ 

◎卓話 ゲストスピーカー 池亀武士様 

第４グループガバナー補佐（茅ヶ崎中央ＲＣ） 

ガバナー補佐の役割はガバナーの方針に則って、個々の

クラブを支援するということにあろうかと思います。ガバ

ナーは毎日忙しいため、補佐が各クラブの現況を把握し、

問題点を組み上げてガバナーに報告。それに対して公式訪

問の際にガバナーが直接答える、という形を採れるよう、

橋渡しの役をするのが補佐なのかと思います。 
ガバナーの地区運営方針には３項目ございます。１つは

「行動指針」、効果的クラブ運営のための情報により、地区

の運営方針を明確にお伝えする。１つは「行動目標」、地区

の各委員会はそれを実現するために、誇りと夢を持って当

たって欲しい。１つは「行動規範」、地区と各クラブとの信

頼関係を構築することにより、各ロータリアンも充実して

ゆく。そうしたことを申されております。 
本年度、後藤定毅ガバナーは８つの方針を掲げています

が、そのうち特に次の３点を強調しています。 
■クラブ支援体制の強化・・・クラブでの悩み事などを聞

き、それに対してフィードバックする  
■地区管理運営の基準の透明化・制度化・・・地区の役員

の決め方などについて、クラブ会長を通じて行う 
■会員増強・維持の目標・・・会員の減少についてはどの

ガバナーも心配されています。 

米山奨学生・劉艶明さん 

イギリスへの短期留学を終えて劉さん

が帰国報告をしてくれました。「向こう

は涼しく、外出する時は長袖でした。最

後の１週間は大学で英語のコースを取

って勉強しました。もっとお土産を買っ

てこようと思いましたが、学生にはちょ

っと高くて（笑）申し訳ありません。」 

例会後に開催

された50周年

誌検討委員会。

DVD による動

画記録保存に

も力を入れる

旨、再確認され

ました 

↑例会後のクラブ協議会風景 


