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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 ― 1974 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 50 周年記念誌委員会    

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 

2011 年 1 月 13 日（木） 第２４６９回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 25 

＝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 

伊藤倫子様（伊藤会員御夫人） 

サマンサ・キャッツァリーさん（青少年交換学生） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝 澤邑重夫君 （鰹だしセット）  

☆結婚記念祝 伊藤留治君♥倫子様 （ラスクセット 御夫

人：花束） 

☆出席表彰 杉本行廣君（38 年） （商品券） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより ２０１０年７月ロータリー半期報告書 

◇ガバナー事務所より   

＊2013-2014 年度ガバナー・ノミニー確定宣言  相澤光

春（あいざわ みつはる）会員（ふじさわ湘南ＲＣ） 

＊2010 年１１/２２ ＲＩ規定審議会情報説明会：質疑応答へ

の回答書 

＊2010-2011 年度地区資金本会計、事業費会計の下半期

負担金 送金の依頼 

＊第 22 回ローターアクト年次大会開催案内及び登録協力

の依頼 

 ・２/２７(日) 開会式・・・14：00 ・横須賀市立総合福祉会

館 ・登録料：3,000 円 

＊週報に関するアンケートへの依頼 ・提出期日：１/１７

(月) 

◇米山記念奨学会より 2010 年度下期普通寄付金の依頼 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（寒川ＲＣ）より ６ＲＣ親

睦ゴルフ大会収支決算書 

◇ガバナー補佐より 第４回会長幹事会 開催の通知 ・１/

２０(木) １８:００ ・寒川神社「参集殿」 

◇茅ヶ崎青年会議所より 2011 年度新年式典の案内  

・１/１８(火) １９:００～ ・茅ヶ崎市分庁舎ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ ・会

費：5,000 円 

◇玉蘭荘より 新年挨拶状 ◇ロータリーの友 １月号  ◇ガ

バナー月信 №７ ◇the Rotarian １月号  ◇タウンニュース  

◇年賀状（ＲＩ２７８０地区ガバナー・茅ヶ崎青年会議所・全国ロ

ータリークラブ野球大会 他） 着 

◎例会変更 

☆寒 川  １/２４(月) ⇒ １/２２(土)～２４(月)  沖縄旅行（親

睦家族移動例会） 

        １/３１(月) ⇒ ２/３(木) １２:３０点鐘 （節分例会） 

☆秦野名水１/２０(木) ⇒ １/１８(火) 秦野３クラブ合同新年会 

◎会報着 鎌倉中央・藤沢北西・茅ヶ崎湘南 
◎委員会報告 

加茂記念誌委員長：５０周年記念誌掲載用座談会メンバ

ーの確認（伊藤・池上・山口・熊澤・加茂・河本） 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1974 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第１５代会長：藤牧菊太 幹事：

中野実 会員：５９名 出席率： 99.17%  スマイル：

￥1,318,611＜ＲＩ＞ウィリアム Ｒ.ロビンズ（米国・フォー

ト・ローダーデルＲＣ）Renew the Spirit of Rotary ロータリ

ーの精神を振るい起こせ＜国内での出来事＞【社会的出来事】

長嶋茂雄引退【新商品】幸福行き切符［国鉄、70 円］、蛍光ラ

インマーカー［トンボ鉛筆、70 円］ペヤングソース焼そば【流

行語】ストリーキング、巨人軍は永久に不滅です、超能力［ユ

リ・ゲラー］【ベストセラー】ノストラダムスの大予言（五島

勉）、複合汚染（有吉佐和子）、【テレビ番組】傷だらけの天使、

寺内貫太郎一家【芸能】ドリフターズから荒井注が脱退し、志

村けんが入る【ヒット曲】襟裳岬、よろしく哀愁、赤ちょうち

ん、精霊流し、ひと夏の経験 



 
 
◎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 
１／１３ ２４６９ ３４ ３２ ２５ １  ８１．２５％  

１２／１６ ２４６７ ３５ ３０ ２０ ５+２ ３ ９０．００％ ８６．６７％ 

 
◎スマイル報告 杉本行廣会員 

伊藤留治君 本日は結婚記念祝ありがとうございます。

おかげ様で５３年間経ちました。 
河本啓伸君＆横山宏実君 皆さんあけましておめでとう

ございます。本年もよろしくお願い致します。伊藤倫子

様ようこそ。全国で伊達直人ブームですが、ロータリー

は世界の伊達直人かもしれないと思う今日この頃です。

池上さん、写真ありがとうございました。 
泉不二夫君 あけましておめでとうございます。河本会

長・横山幹事、今年もよろしくお願いします。池上先生、

写真いつもありがとうございます。 
平井 茂君 小生、年賀状を欠礼しておりますので．．．

「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い致します。」 
池上 實君 あけましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。諸事お祝の皆様、重ねておめ

でとうございます。結婚祝の伊藤ご夫妻、重ね重ね、も

う一つ重ねておめでとうございます。 
田中賢三君 なにごとか今年はいいことあるごとし 元

旦の朝 晴れて風なし［啄木］伊藤様御夫妻、御結婚祝

いおめでとうございます。池上会員、写真ありがとうご

ざいます。 
加藤 寛君 本年も宜しく御指導の程お願いします。 
斉藤信夫君 河本会長・横山幹事、あと半年です。ガン

バッテ下さい。 
出口敬純君 あけましておめでとうございます。諸事お

祝の皆様、おめでとうございます。お客様用こそ。 
和田幸男君 今年もよろしくお願い致します。 
澤邑重夫君 誕生祝ありがとうございます。本日、４７

才になりました。これからも元気に頑張ってまいります。

よろしくお願い致します。 
岡本辰男君 おめでとうございます。諸事お祝の皆様、

ダブルでおめでとうございます。 
加茂正司君 伊藤倫子様、ようこそいらっしゃいました。 
古性武志君 明けましておめでとうございます。そして、

諸事お祝の皆様、誠に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。 
岩澤 正君 お祝の皆様、おめでとうございます。 
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

新年を迎え、今年も宜しくお願い致します。 
菅野 清君 新年あけましておめでとうございます。今

年もどうぞよろしくお願いします。伊藤倫子様ようこそ。

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
粂 仁夫君 “賀正”本年もよろしくお願い致します。

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
程島利通君 本年もよろしく。 

◎諸事お祝 

結婚祝。伊藤留治・倫子ご夫妻 

左）誕生祝の澤邑会員 右）出席表彰の杉本会員 

横山 貢君 明けましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い致します。 
杉本行廣君 新春を 寿

ことほ

ぎ 今年もよろしくスマイルへ

のご協力をお願い致します。伊藤ご夫妻、おめでとうご

ざいます。出席表彰ありがとうございます。 
［本日 23 件、58,000 円でした］ 
 

◎理事会報告 

１．ＩＭ準備について  

次週以降、小林実行委員長を中心に実施してゆく。承認 

２．台北西北ＲＣの姉妹クラブ連帯について 
台北訪問の際、他の姉妹クラブとの連帯を図ろうという話

になり、初回は茅ケ崎が音頭を取ってということになった

ので、近日中にいくつかの選択肢を提示して年度内に何ら

かの会合が持てるようにする。承認 
３．上半期会計報告 
ほぼ順調に進捗している。 
４．写真同好会の廃止について 
山口会員より申し出があり、廃止を承認。 
５．社会奉仕「医療キット」の寄付について 
加藤会員より説明があり、消防署に物品を寄贈し、贈呈式

を行うことを承認。 
６．青年会議所新年会の代理出席について 
会長の代理として杉本会員に出席してもらうことを承認。 
尚、商工会議所の新年会は下里副会長に、松宮ＰＧのＲＩ

理事エレクト就任祝賀会は伊藤会員に代理をお願いした。 


