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☆歌唱「手に手つないで」     ☆乾杯 下里洋一副会長 

☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1968 年   ☆幹事報告  ☆委員会報告 姉妹クラブ  

☆卓話 ゲストスピーカー：吉田宏美様（湘南ステーションビル(株)代表取締役）  

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 9 月 30 日（木） 第２４５６回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 13 

＝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 

吉田宏美様（ゲストスピーカー・湘南ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ(株)） 
◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊ガバナー公式訪問礼状 

＊職業奉仕セミナー開催の案内  ・11/4(木)16：00～

18：00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 8F『情報ラウンジ』  

・目的：職業奉仕活動の実践についての修得 

＊選挙人会について 

＊青少年交換学生ホストクラブカウンセラー会議／ＲＯＴ

ＥＸ懇談会開催の件 

  ・カウンセラー会議・・・・10/9 (土)14：00～16：00 藤

沢産業ｾﾝﾀｰ７F「第１会議室」   

  ・ＲＯＴＥＸ懇談会・・・・・10/9 (土)14：00～16：00 藤

沢産業ｾﾝﾀｰ８F「ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ３」 

◇米山記念奨学会より 米山月間用資料 

  ・豆辞典（全会員配布） ・クラブ米山記念奨学委員

長の手引き ・寄付ﾏﾆｭｱﾙ ・米山学友の群像 

・２００９年度事業報告書 ・事業報告書統計・資料

編 ・２００９年度決算報告 

◇ガバナー月信 

◇「赤い羽根共同募金」協力の依頼 ◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆寒川   １０/ ４(月) 18：30 点鐘 ﾏｯｶｰｻｰ･ｷﾞｬﾚｯｼﾞ 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：5,000 円（寒河江ＲＣとの合同移動例会） 

１０/１１(月) 休会（祝日の為） 

１０/１８(月) ⇒ １０/１７(日) 大磯プリンスホ

テル（地区大会に振り替え） 

☆藤沢西 １０/ ７(木) 18：30 点鐘 「き鮮」（7：00～茅ケ

崎ゴルフクラブにて親睦ゴルフ大会） 

       １０/１４(木) ⇒ １０/１７(日)  大磯プリンスホ

テル（地区大会に振り替え） 

☆藤沢北 １０/１５(金) ⇒ １０/１７(日)  大磯プリンスホ

テル（地区大会に振り替え） 

☆藤沢北西 １０/７(木) 18：00 点鐘 ラーラ・ビアンケ ﾋﾞ

ｼﾞﾀｰ費：7,000 円（青少年交換学生歓迎夜間例会） 

        １０/２１(木) ⇒ １０/１７(日)  大磯プリンス

ホテル（地区大会に振り替え） 

☆平塚南  １０/１５(金) ⇒ １０/１７(日)  大磯プリンス

ホテル（地区大会に振り替え） 

☆秦野名水 １０／１４(木) ⇒ １０／１６(土)・１０/１７(日)  

大磯プリンスホテル（地区大会に振り替え） 

◎会報 着   茅ケ崎湘南(ﾒｰﾙ配信） 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

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 
９／３０ ２４５６ ３６ ３５ ２７ １  ８０．００％  

９／９ ２４５４ ３７ ３５ ２７ ３ ５ ８５．７１% ８５．７１% 

 

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 

伊藤留治君 やっとクラブ例会に出て来られました。御心

配おかけしました。 

菅野 清君 「暑い」から一気に「寒い」に変わり戸惑う毎

日です。体調管理に気をつけましょう。 

池上 實君 伊藤さん退院おめでとうございます。ゲストス

ピーカーの吉田さんようこそ。貴方の親睦委員長 後の家

族旅行が懐かしく思い出されます。 

河本啓伸君＆横山宏実君 吉田さんお久しぶり。スピーチ

を楽しみにしています。いよいよ 50 周年行事が近づいてき

ました。緊張もしますが、楽しんでやりたいと思います。 

熊澤圓造君 吉田さん、卓話楽しみにしてまいりました。 

粂 仁夫君 吉田宏美様 卓話楽しみです。 

成田栄二君 吉田さん久しぶりです。卓話よろしくお願い

します。 

小澤耕一君 吉田さん久しぶりです。伊藤さん無事例会出

席おめでとうございます。 

斉藤信夫君 伊藤さん退院おめでとうございます。山口さ

ん本社ビル完成おめでとうございます。 

下里洋一君 吉田さんようこそ。お元気で何よりです。伊藤

さん腰を大事にして下さい。 

田中賢三君 吉田社長、卓話楽しみにしています。よろし

くお願いします。 

和田幸男君 湘南ステーションビルの吉田社長、卓話よろ

しくお願いします。 

山口利通君 吉田さん本日はご苦労様です。格調高い卓

話、期待しております。 

杉本行廣君 吉田さんようこそ！今日の日を楽しみにして

いました。伊藤さん全快おめでとうございます。スマイル班

の重鎮の復帰に、スマイル班一同期待しています。 

［本日、14 件 21,000 円でした］ 

【卓話概要】 
 2001 年８月に茅ヶ崎ロータリークラブに入会させて頂

き、そこで地元の情報を会員の皆さんに教えて頂いてもら

ったことがとても役に立ちました。本当に入ってよかった

と思いました。 
 まだ茅ヶ崎ルミネの時代でしたが、私が来た時は売り上

げが落ち込んでいた時期で、1995 年には年間 115 億円の

売り上げだったのが、2001 年には 96 億円ほどになってい

ました。皆様にいろいろと教えて頂いたおかげで、現在は

再び 100 億を超えるようになっています。 
 2001 年に１階の食品売場のリニューアルをやりまして、

次に 2004 年に２～５階のリニューアルをしました。その

際も皆様にいろいろと教えてもらって、ひじょうによかっ

たなぁと思っています。 
 2004 年の６月から小田原の開発をすることになって、兼

務でやっていました。翌年オープンしましたが、オープン

して１週間でまたＪＲに戻ることになりました。戻ってＪ

Ｒ本部の大規模開発をやることになりました。私はもとも

と商業系ということではなく、土木系でしたので、旧国鉄

では線路とかの工事をやっていました。で、実際何をやっ

たかというと、東京駅八重洲口の開発と丸の内の保存・復

元もやるようになりました。 
 また、渋谷駅も東急とＪＲが協力して、東横線が地下に

なるのを機に大規模開発することとなっています。品川も

駅ビルだけでなく、ホテルも作ってゆくということになっ

ています。横浜の駅ビルも昭和３７年に出来たもので、解

体することになっています。 
 

卓話 ゲストスピーカー・吉田宏美様 

（湘南ステーションビル(株)代表取締役） 

ゲストスピーカーの吉田宏

美様は 2001 年度～2004 年

度まで当クラブに在籍。現

在は茅ヶ崎・平塚・小田原

のラスカを取りまとめる湘

南ステーションビル株式会

社の代表取締役。本日は久

し振りに茅ヶ崎ロータリー

クラブへ里帰りして卓話を

して頂きました。 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1968 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第９代会長：山本銀三 幹事：石坂圭二 会員数：４９名 年間出席率：98.13％ スマイル：741,660
円＜ＲＩ＞東ヶ崎 潔（日本・東京ＲＣ）PARTICIPATE！ 参加し敢行しよう！＜国内での出来事＞【社会的出来事】日本初の

心臓移植手術（２か月後に患者死亡）【文化】川端康成、ノーベル文学賞受賞【新商品】ボンカレー［大塚食品工業（現＝大塚食品）、

80 円］かっぱえびせん［カルビー］【通信】郵便番号制度始まる【流行語】「ゲバ」「五月病」「指圧の心、母心」（浪越徳治郎）「ハ

レンチ」【ヒット曲】伊勢佐木町ブルース（青江三奈）受験生ブルース（高石友也）花の首飾り（タイガース）天使の誘惑（黛ジュ

ン）恋の季節（ピンキーとキラーズ）ブルー・ライト・ヨコハマ（いしだあゆみ）三百六十五歩のマーチ（水前寺清子）【スポーツ】

メキシコオリンピック～マラソン君原健二銀メダル、サッカー銅メダル。Ｂ・ビーモン走り幅跳びで 8m90cm の驚異的世界新記録、

走り高跳びでＤ・フォスベリーが背面跳びで優勝高校野球、夏の大会で沖縄興南高校がベスト４に。優勝は大阪の興国。 


