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☆ガバナー・ガバナー補佐入場 「ガバナー歓迎の歌」（雪山賛歌のメロディーにのせて） ﾋﾟｱﾉ演奏：斉藤万

里子様 ☆歌唱「それでこそロータリー」「覇気あれ我クラブ」 ☆会長挨拶 ☆幹事報告 ☆委員会報告（50

周年実行委員会他）☆卓話：国際ロータリー第２７８０地区ガバナー  後藤定毅様（大和中ＲＣ） 
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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 16 日（木） 第２４５５回例会 天候：曇り ガバナー公式訪問 No. 11 

＝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 

国際ロータリー第２７８０地区ガバナー 後藤定毅様（大和

中ＲＣ）   

第４グループガバナー補佐 池亀武士様（茅ケ崎中央ＲＣ）  
◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊ＲＯＴＥＸ懇談会／帰国学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ／解団式の案

内 

 ・９／１８(土) ＲＯＴＥＸ懇談会13：30～15：00 解団式15：

00～18：00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 

＊職業奉仕卓話希望アンケートの件 ・１０月職業奉仕月

間の卓話者派遣の申込み締切：9/20(月) 

＊国際奉仕 クラブ活動状況調査に協力依頼 

＊「家族月間」（１２月）卓話について 

＊地区大会 財団奉仕賞の被表彰者 案内について 対

象者：デイモン クライド君  

◇茅ケ崎市より 平成２２年度茅ケ崎市表彰式・茅ケ崎市

技能者表彰式 列席の案内 

 ・１０／１(金) 9：30 開式 ・茅ケ崎市役所分庁舎６階コミュ

ニティホール 

◇米山記念奨学会より ハイライトよねやま 127 

◇足柄ＲＣより 国際交流青少年アドベンチャー事業の案

内（青少年交換来日学生の参加案内） 

 ・１０／３１(日)  ・ＰＡＡ２１の森 ・8：30 小田急線開成駅 

集合 

◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆秦野名水 9/23(木) 休会（祝日のため） 

◎会報 着  秦野中・茅ケ崎湘南 

◎委員会報告 

ガバナー公式訪問・クラブ協議会 

50 周年実行委員会［和田会員］：９／２３（木）実行委

員会開催の確認 
山本会員：ＴＯＴＯリモデルフェアのお知らせ 

◎会長挨拶 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞ 

第８代会長：熊沢金造 幹事：重田巌 会員数：４４名 年間

出席率：96.16％ スマイル：582,850 円 1967 年生れの会員：

横山宏実君 1967 年に 50 歳になった会員：岩澤正君 
＜ＲＩ＞ルーサーＨ.ホッジス Luther H.Hodges（米国・チ

ャペルヒルＲＣ）Make your Rotary Membership Effective 
ロータリアンとしてあなたの資格を効果的に  クラブ数：

12,906 会員数：620,827【社会的出来事】パックインミュー

ジック、オールナイトニッポンなどの深夜放送が次々開始され

る【新商品】エールチョコレート［森永製菓］男性用化粧品Ｍ

Ｇ５［資生堂］リカちゃん人形［タカラ］【流行語】「アングラ」

「核家族」「フーテン族」【ヒット曲】ブルー・シャトー（ブル

ー・コメッツ）夜霧よ今夜もありがとう（石原裕次郎）真赤な

太陽（美空ひばり）世界は二人のために（佐良直美）帰ってき

たヨッパライ（ザ・フォーク・クルセーダーズ）【スポーツ】

高校野球、春は津久見（大分）夏は習志野（千葉）が優勝。大

相撲では高見山が外国人初の関取に昇進 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1967 年～ 

例会終了後、クラブ協議会が開催されました 



 
 
◎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 
９/１６ ２４５５ ３６ ３５ ２９ ３  ９１．４３％  

９/２ ２４５３ ３７ ３４ ２８ １+２ ４ ８２．８６％ ９１．１８％ 

 

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 

後藤定毅様（ガバナー）ガバナー公式訪問として、伺い

ました。本日はよろしくお願いします。 
池亀武士様（ガバナー補佐）皆様今日は、後藤ガバナー

公式訪問にまいりました。よろしくお願い致します。 
河本啓伸君・横山宏実君 後藤定毅ガバナー、池亀武士

ガバナー補佐、本日はご指導よろしく御願いします。茅

ヶ崎ＲＣとともに、私河本も明日にて満５０歳を迎えま

す。記念講演、前夜祭、式典も近づいてまいりました。

会員の皆様ご協力をよろしくお願い致します。 
大森久巳男君 国際ロータリー第２７８０地区ガバナー

後藤定毅様、第４グループガバナー補佐池亀武士様よう

こそいらっしゃいました。御指導よろしく御願いいたし

ます。 
池上 實君 後藤ガバナー、公式訪問ご苦労様です。よ

ろしく御指導御願い致します。池亀ガバナー補佐たびた

びご苦労様です。 
菅野 清君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐ようこそ

いらっしゃいました。卓話楽しみにしています。 
山口利通君 後藤ガバナーようこそいらっしゃいまし

た。お役目大変ご苦労様です。また、補佐時代には、ロ

サンジェルスでお世話になりました。どうか、お体に気

をつけてご活躍下さい。 
クライド君 ようこそＧＯＶＥＲＮＥＲ 
出口敬純君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐ようこそ。

卓話楽しみです。 
平井 茂君 後藤ガバナー本日はよろしく御願いしま

す。ピアノ演奏斉藤ご夫人ご苦労様です。 
程島利通君 後藤ガバナー殿、本日は御指導の程よろし

く御願い申し上げます。 
岩澤 正君 研きつつ 秋深むこと 公式訪問 有難うご

ざいます。 
加茂正司君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐本日はよ

ろしく御願いします。 
小林 亨君 お客様ようこそ。特に後藤ガバナー本日よ

ろしく御願いします。池亀ガバナー補佐引続き御指導を。 
熊澤圓造君 ガバナー、ガバナー補佐御指導よろしく御

願い致します。 
粂 仁夫君 後藤定毅ガバナーようこそ。池亀ガバナー

補佐ようこそ。斉藤万里子さんようこそ、そして、ご苦

労様です。 
成田栄二君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐ようこそ。

ガバナーの卓話楽しみです。 
岡本辰男君 ようこそガバナー 
和田幸男君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐よろしく

御願いします。 
杉本行廣君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐お役目ご

苦労様です。我がクラブへようこそ。 
山本幸一君 後藤ガバナー、池亀ガバナー補佐ようこそ。

卓話よろしく御願いします。１０月２日・３日、工場フ

ェアー＆フリーマーケット、御来場お待ちしてます。 
 

【卓話概要】 
 話の前に、公式訪問歓迎の歌、本当に感激致しました。

これまでの３０年のロータリアン人生で最も感動すること

でした。ありがとうございました。 
こちらのクラブでは岩澤さん・熊澤さん・小川さん・長

谷川さんといった大正生れの方も在席され、お元気に活動

されていると聞きました。これからも地区に於いてリーダ

ークラブとして活躍されて欲しいと願います。また、地区

チームの一員として成田さん・斉藤さん・デイモンさんに

ご協力頂き、ありがとうございます。 
 ＲＩ会長のレイ・クリンギンスミス氏は 120 万人を超え

るロータリアンのトップですが、気取らない方で、自らロ

ータリーを楽しむ姿勢に溢れています。ロータリーの運営

などについてひじょうに大きな手腕を発揮されています。

11 年間事務総長として勤めてこられたエド・フタ氏を今年

度を以て解任することを先の理事会で決定されました。こ

れには 200億円以上の運用損を出したという背景がありま

す。また、ＲＩの会合などにテレビ会議を導入するなど、

人があまり手をつけたがらないことを率先してやり、あら

ゆる合理化を図っています。変化を恐れることはない、と

いう性質のようで、地区大会にＲＩ会長代理の派遣につい

ては３つの選択肢を用意されました。 
①従来通りＲＩに依頼し派遣してもらう。その際、派遣費

用としては 1,000 ドルしか用意されないので、残りは地区

で負担する。②地区が独自にＲＩ代理を選ぶ。③呼ばない 
（当地区では２年前のＲＩ会長である韓国のＤ．Ｋ．リー

氏に来てもらうことになっています。） 
 ロータリーを一般の人たちにもわかってもらうために、

また、ロータリアン自身のためにどのようなテーマでいく

のがよいかを検討された結果「地域を育み、大陸をつなぐ」

に決定されました。先程、こちらのクラブの歌（覇気あれ

我がクラブ）を聴かせて頂き、感動しました。「この町の礎

をともに作りてゆかん」という歌詞がまさしくこのクラブ

の「地域を育み」という在り方なのだと思いました。 
 また、本来、ＲＩとクラブが密接不可分な存在だと思い

ますが、その間に地区というのが入って、それがよくわか

らない存在になっています。そういうこともあって会員数

に応じた地区委員会メンバー数とさせて頂き、同じ人が何

年も続けて委員長・副委員長にならないようにしました。 

1980 年 7 月大和中 RC 入会 

1997 年-98 年度大和中 RC 会長 

2006 年-07 年度第 6 グループガバ

ナー補佐 

2008 年-09 年度地区ロータリー家

族委員会 委員長 

ガバナーノミニー         

2009 年-10 年度ガバナー工レクト 

◎卓話 後藤定毅様［第２７８０地区ガバナー］ 


