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☆歌唱 「我等の生業」       ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1975 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 ＩＭ実行委員会 他 

☆卓話：横山宏実幹事・河本啓伸会長「半期を振り返って」 

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 20 日（木） 第２４７０回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 26 

＝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 

劉 艶明さん（米山奨学生） 

 

◎幹事報告 

◇ＲＩより   

＊２０１０年 手続要覧 

＊２月度ロータリーレート １＄＝８４円 

◇ガバナーより  

＊「雑誌セミナー」開催の案内 ・２/１５(火) 16：00～17：

15 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６F『研修室１・２』  

◇松宮剛ＲＩ理事ノミニーより お祝いの会開催への礼状 

◇日本ロータリー親睦ゴルフ大会の案内 ・３/１４(月) 8：00

スタート ・琉球ゴルフ倶楽部 

◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より 公式ホームペ

ージ「ＯｔｏＳａｄａ 2011」の開設について 

 公式ホームページ http://www.chi-bunkei.net/otosada/ 

◇茅ヶ崎文化会館より 茅ヶ崎市民文化会館の予約受付 

再開の通知 

◇ＡＭＤＡ ジャーナルダイジェスト 

◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆藤沢北西  ２/３（木）１８：００点鐘 グランドホテル湘南 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：8,000 円（藤沢北ＲＣとの合同例会） 

◎会報着 相模原・茅ヶ崎湘南 

◎持ち回り理事会報告 

 ＩＭ実行委員会構成メンバーは、小林委員長からの提案

により、現年度理事及び出口副幹事とする旨、承認。 

 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第１６代会長：西原 堅 幹事：

池上 實 会員：６４名 出席率：99.19% スマイル：

￥1,740,308＜ＲＩ＞エルネスト・インバッサイ・デ・メロ（ブ

ラジル･ニテロイＲＣ）TO DIGNIFY THE HUMAN BEING
人間に威信を！＜国内での出来事＞【社会的出来事】【社会的

出来事】南ベトナム崩壊、ベトナム戦争が終結【新商品】森永

ハイチュー【流行語】「アンタあの娘のなんなのさ」（ダウンタ

ウン・ブギウギ・バンド）「中ピ連」「ワタシ作る人、ボク食べ

る人」（ハウス食品、シャンメン）＜男女差別だと指摘されて

放映が中止された＞【ヒット曲】港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコ

スカ、シクラメンのかほり、心のこり、いちご白書をもう一度、 

時の過ぎゆくままに、およげ！たいやきくん、北の宿から、木

綿のハンカチーフ【スポーツ】セ・リーグ［優勝］広島 前年

最下位の広島カープ、セ・リーグで優勝。赤ヘルブーム【新番

組】•クイズ ぴったしカンカン（ＴＢＳ）［司会］久米宏 •

バラエティ それは秘密です！！（日本テレビ） •プロポーズ

大作戦（朝日放送）［出演］桂三枝、西川きよし 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1975 年～ 

◎委員会報告 

ＩＭ実行委員会［小林委員長］：今年度ＩＭは当茅ヶ崎クラブ

がホストであり、２／１９（土）寒川神社参集殿にて行われます

ので、ご協力をお願いします。 

雑誌委員会［平井会員］：ロータリーの友１月号より、注

目記事の紹介 



 
 
◎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 
１／２０ ２４７０ ３４ ３１ ２５ １  ８３．８７％  

１２／２２ ２４６８ ３５ ３３ ２７ ３ ３ ９０．９１% ９０．９１% 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

下里洋一君 今年もよろしくお願いします。 
平井 茂君 今日も加茂さんに便乗させていただきまし

た。劉さん、あなたは明るくて、声が大きく元気ですね。 
田中賢三君 劉艶明さん、今年もよろしくお願いします。

先週土曜日の米山学友の会、出席できなくてごめんなさ

い。山本工場長、足以外は元気そうでなによりです。 
伊藤留治君 劉さんようこそ。山本さん、びっくりしま

した。お大事に。 
山本幸一君 遅くなりましたが、あけましておめでとう

ございます。事務服・スニーカー・松葉杖の見苦しい格

好で申し訳ございません。松葉杖がとれるまでに２ケ月、

ゴルフ復帰までは半年の予定です。骨折り損とならない

よう、松葉杖ライフを楽しみたいと思います。 
河本啓伸君＆横山宏実君 劉さんいらっしゃい。骨折の

山本さん、あけましておめでとうございます。下里副会

長も肋骨を折られたそうで．．．皆さん、お大事に。健康

には気をつけましょう。 
和田幸男君 会長・幹事、あと半期ですね。劉さん、よ

うこそ。 
粂 仁夫君 会長・幹事、卓話楽しみです。劉艶明君い

らっしゃいませ。 
大森久巳男君 劉艶明さん、ようこそ！河本会長・横山

幹事、半期お疲れ様です。残り半期、宜しくお願いしま

す。 
杉本行廣君 山本さん、大変でしたね。早い全快をお祈

りします。 
程島利通君 都合により早退させて頂きます。 
出口敬純君 劉さんようこそ！山本さん、早く囲めるよ

うに待ってます。 
成田栄二君 米山奨学生・劉艶明さん、ようこそ！河本

会長・横山幹事、半期の成果報告楽しみです。 
横山 貢君 劉さんようこそ。山本さん、お大事にして

下さい。 
［本日 15 件、23,000 円でした］ 
 

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 

卓話：「半期を振り返って」 

 横山宏実幹事＆河本啓伸会長 

＝卓話者プロフィール＝ 
よこやまひろみ  
1967 年 5 月 25 日生まれ 
（株）タウンズ代表取締役 
2000 年入会  2010-11 年度幹事 

＝卓話者プロフィール＝ 
かわもとひろのぶ  
1960 年 9 月 17 日生まれ 
（有）イマジンアンドクリエイト

代表取締役 
1997 年入会  2010-11 年度会長 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 ― 2011 年国際

協議会の開会本会議において、カルヤン・バネルジーRI 会長エレク

トは次年度の RI テーマを発表し、ロータリアンの決意と内なる力を

鼓舞しました。 ［ROTARY INTERNATIONAL より引用］ 

■基本方針は粛々と進行中 

①内向きのベクトル：温故知新 
５０周年記念誌発行に向けての資料整理、座談会開催 
②外向きのベクトル：広報 
記念講演会に於ける中高生・一般市民の招待・・・ロー

タリー活動を知ってもらう 
■悲しく、寂しかったこと 

西垣戸先生・小川先生の死去。会員増強にももっと力を

いれなければならないと真剣に思っています。 
■５０周年記念式典 

斉藤実行委員長のリーダーシップで、どうにか乗り切れ

ました。ご協力頂いた実行委員・会員の皆様に深く感謝

致します。 
■台北西北クラブの日本の姉妹クラブ連合への動き 

姉妹クラブである台北西北ＲＣの５０周年を機に、世田

谷・茨木・名古屋北・川越の各ＲＣと緩やかな連帯を図

ろうという動きになりつつあります。 
■今後 

ＩＭ開催のための準備、記念誌編纂作業に勤しみます 
 

2011～12 年度ＲＩテーマ 

【卓話概要】 
私はどちらかと言うと“親睦派”のロータリアンかと思

っています。好きなゴルフなどを通じてロータリーライフ

を楽しんでいます。至らないことの多い半年だったかもし

れませんが、会長方針に則って残りの半期もやっていきた

いと思っています。よろしくお願いします。 


