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☆歌唱「君が代」「奉仕の理想」    ☆四つのテスト唱和 

☆諸事お祝      ☆理事会報告   ☆会長挨拶 50 年を振り返る－1969 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 親睦・雑誌 他   

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 11 月 4 日（木） 第２４６１回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 18 

＝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（ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・茅ケ崎中央ＲＣ） 

池上敏子様（池上会員御夫人） 

古性喜恵様（古性会員御夫人） 

サマンサ・キャッツァリー（青少年交換学生） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝     岩澤正君・伊藤留治君・下里洋一君・デイ

モン・クライド君 １０月分：井上隆君 （鰹節セット） 

☆結婚記念祝  池上 實君♥敏子様・古性武志君♥喜恵

様・粂仁夫君・岡本辰男君（ラスクセット・ご夫人：花束） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊１１月財団月間を迎えるにあたっての依頼 

◇寒川ＲＣより ６ＲＣクラブ親睦ゴルフ大会組合表 

◇ロータリーの友 11 月号   ◇ガバナー月信 №５   

◇地区大会報告書  ◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆大磯   11/11(木) 休会（ｸﾗﾌﾞ定款により） 

11/18(木) ⇒ 11/17(水) 18：00 点鐘 ベルセ

ゾン（志木・小諸・大磯ＲＣ ３クラブ合同例会） 

☆平塚南  11/12(金) (株)フリーデン工場見学（移動例

会） 

◎会報 着   台北西北区・茅ヶ崎湘南（ﾒｰﾙ配信） 

◎委員会報告 

雑誌［小澤会員］：ロータリーの友１１月号記事紹介 

親睦［岡本会員］：１２／２２のクリスマス家族会についての

親睦委員会を１１／１１例会後に開催 

小川譲次名誉会員ご逝去 

１１月６日、当クラブの小川譲次名誉会員がご逝去され

ました。氏は 1980～1981 年度の第２１代会長をはじめ

様々な役職でロータリー活動に多大な貢献をして頂き

ました。享年８８歳。職業分類・内科。 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1969 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第 10 代会長：小橋一雄 幹事：

岩澤正 会員数：５０名 年間出席率：98.56％  スマイル：

602,731 円＜ＲＩ＞ジェームス  Ｆ .コンウェイ James 
F.Conway （米国・ロックビル・センターＲＣ）REVIEW and 
RENEW 検討し 更新しよう ＜国内での出来事＞【社会的

出来事】新宿西口フォークゲリラ、東大入試中止、八幡・富士

両製鉄合併【テレビ】ゲバゲバ９０分、８時だよ全員集合、タ

イガーマスク、サインはＶ、アタックナンバーワン【流行語】

アッと驚くタメゴロー、おーモーレツ【ヒット曲】フランシー

ヌの場合、白いブランコ、風、白い色は恋人の色、あなたの心

に、黒ネコのタンゴ、いいじゃないの幸せならば【スポーツ】

夏の高校野球で松山商－三沢延長１８回決着つかず。太田幸司

投手の力投。金田正一 400 勝達成。女子プロボーラーが誕生、

須田開代子、中山律子、並木恵美子らの人気が爆発 
 



 
 
◎出席報告  井上 隆会員 

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 
１１／４ ２４６１ ３５ ３４ ３０ ２ ２ ９４．１２％  

１０／２１ ２４５９ ３６ ３５ ３２ ０ ３ ９１．４３％ ９１．４３％ 

 ◎スマイル報告 横山 貢会員 

池亀武士様（第４Ｇガバナー補佐 茅ヶ崎中央ＲＣ） ５

０周年おめでとうございました。今日はＩＭの打合せに

まいりました。よろしくお願い致します。 
伊藤留治君 誕生祝ありがとうございます。１１月生れ

は寒仕込です。優秀なメンバーでしょう。池亀ガバナー

補佐ようこそ。池上さん、古性さん、結婚記念おめでと

うございます。 
池上 實君 結婚祝有難うございます。家内もお招き頂

き、そろって出席致しました。次週は所用で関西に出掛

けますので、ホームクラブ今年はじめて欠席致します。 
下里洋一君 誕生祝ありがとうございます。今月で６７

歳になります。 
小澤耕一君 欠席を重ね、今日、斉藤実行委員長より各

種祝い品を頂きました。有難うございました。 
古性武志君 結婚２３年目の記念をこのような席で皆様

にお祝いしていただき、本当にありがとうございます。 
菅野 清君 お客様ようこそいらっしゃいました。諸事

お祝の方、おめでとうございます。 
岩澤 正君 誕生祝を有難うございます。 
田中賢三君 池亀ガバナー補佐、いつもお世話になり有

難うございます。池上様、古性様、結婚祝いおめでとう

ございます。サマンサ君ようこそ。諸事お祝の方々、お

めでとうございます。 
熊澤圓造君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
粂 仁夫君 ゲスト 池亀武士ガバナー補佐、池上敏子

様、古性喜恵様、サマンサ・キャツァリーさん、いらっ

しゃいませ。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
和田幸男君 お客様ようこそ。今日は早退します。 
平井 茂君 池亀ガバナー補佐、ご苦労様です。諸事お

祝の皆様、おめでとうございます。 
山口利通君 古性夫人、池上夫人ようこそ。ごゆっくり

お過ごし下さい。池亀ガバナー補佐はじめ、お客様よう

こそ。 
山本幸一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

お客様ようこそ。例会をお楽しみ下さい。 
岡本辰男君 結婚祝ありがとうございます。３５年目に

入りました。いつまでもつやら．．． 
大森久巳男君 お客様ようこそいらっしゃいました。諸

事お祝の皆様、おめでとうございます。 
加茂正司君 池亀ガバナー補佐、池上さんの奥様、古性

さんの奥様、サマンサさんようこそいらっしゃいました。 
小林 亨君 お客様ようこそ。池上さん、引き続きご指

導を。諸事お祝の方、おめでとうございます。 
河本啓伸君＆横山宏実君 お客様ようこそ。諸事お祝の

皆様、おめでとうございます。山口利通さん、池上さん、

５０周年の写真を多数ありがとうございました。 
程島利通君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
横山 貢君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
［本日 23 件、59,000 円でした］ 
 

◎諸事お祝 

上）誕生祝。左から順

に井上・デーモン・下

里・伊藤・岩澤会員 

左）結婚祝の岡本・粂

会員 下）結婚祝。古

性ご夫妻と池上ご夫

妻。恒例のカップル席

での撮影です 

◎理事会報告 

１．クリスマス家族例会（12/22）の件 
岡本親睦委員長からの予算案を承認 
２．職場見学（11/18）の件 
例会後、車の乗り合いでアルバックへ行き、２時～３時職

場見学。４時よりラスカサロンにて職業奉仕フォーラム

（進行・菅野会員、基調スピーチ・成田会員）、５時半よ

り懇親会を開催。会費３千円。不足が生じた場合は奉仕プ

ロジェクトより拠出する旨、承認。 
３．優良職業人表彰（11/19）助成金の件 
例年通り、表彰人数×千円（39,000 円）の助成を承認 
４．台北西北クラブ訪問（12/16~19）の件 
祝儀を含め、総額１５万円をクラブより拠出することを承

認 
５．須川宣明会員退会の件 
１０月末を以ての退会を承認 

１２／２２クリスマス家族例会のオークション用の品を是非例会時にご持参ください［親睦委員会より］ 


