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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 ― 1977 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 ＩＭ実行委員会、米山奨学 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 

2011 年 2 月 3 日（木） 第２４７２回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 28 

＝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 

長谷川栄子様（長谷川会員夫人）リ・ジン・ピン様（クライド

会員夫人）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    杉本行廣君 ・田中賢三君 ・出口敬純君

（お祝いの歌：おめでとうロータリアン）（鰹だしセット） 

☆結婚記念祝 長谷川静雄君♥栄子様 ・デイモン,クライド

君♥リ・ジン・ピン様 田中賢三君 ・和田幸男君 １月分：山

口利通君（ラスクセット･花束） 

☆出席表彰   池上 實君(４０年) ・田中賢三君（２２

年) ・下里洋一君(２２年) ・河本啓伸君（１年） （商品券） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  国際ロータリーとロータリー財団 ２００９-１０年

度年次報告書 

◇ガバナー事務所より  

＊「新会員の集い」 終確認書 

◇米山記念奨学会より 確定申告用領収証［特定公益増

進法人証明書の写し付］送付の件  

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（寒川ＲＣ）より 「６ＲＣ

親睦ゴルフ大会担当者反省会」開催の案内 

 ・２/５(土) 18：00～ ・寒川商工倶楽部 ・会費：3,000 円

（予定） 

◇熊平雅人様(東京ＲＣ)より 「抜萃のつゞり その七十」寄

贈 

◇茅ヶ崎青年会議所より 新年式典出席への礼状 

◇ロータリーの友 ２月号  ◇ガバナー月信 №８   

◇玉蘭荘だより  ◇タウンニュース 

◎会報着 

茅ヶ崎湘南（ﾒｰﾙ配信） 

◎例会変更 

☆寒 川   ２/１４(月) 休会（クラブ定款による） 

         ２/２１(月) ⇒ 2/19(土) 13:30 点鐘 寒川神社

参集殿 （第４グループＩＭに振替） 

☆綾瀬春日 ２/１６(水) ⇒ ２/１９(土) 13:30 点鐘 寒川神社

参集殿 （第４グループＩＭに振替）◎会報着 鎌倉中央・藤

沢北西・茅ヶ崎湘南 
◎委員会報告 

小林ＩＭ実行委員長：実行委員会メンバーの発表 

雑誌委員会［平井会員］：ロータリーの友２月号紹介 

米山奨学［加茂会員］：劉艶明さんが日大に於けるケンブ

リッジ大学留学試験に合格。８月に出発予定。 

成田次期ガバナー補佐：Ｇ補佐研修の報告 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1977 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第１８代会長：湧沢忠雄 幹事：

原田朝次郎 会員：６３名 出席率：99.18% スマイル：

￥1,400,957＜ＲＩ＞Ｗ.ジャック デービス（バミューダ・ハミ

ルトンＲＣ）SERVE TO UNITE MANKIND 全人類を結びつ

けるために奉仕せよ＜国内での出来事＞【社会的出来事】「青

酸コーラ事件」「毒入りチョコ事件」「北朝鮮による拉致」新潟

市の海岸で、中学 1 年生の横田めぐみさん（13）が行方不明に。

のちに北朝鮮による拉致であることが判明【流行語】「カラオ

ケ」「たたりじゃー」「ダメダ、こりゃ」（いかりや長介）「翔ん

でる女」「天は我らを見放した」「話がピーマン」「普通の女の

子に戻りたい」（キャンディーズ）「よっしゃ、よっしゃ」（田

中角栄）【テレビ番組】ルーツ【新商品】マイルドセブン【映

画】幸せの黄色いハンカチ、八ツ墓村、八甲田山、スターウォ

ーズ、未知との遭遇【ヒット曲】津軽海峡冬景色、カルメン７

７、あずさ２号、北国の春、勝手にしやがれ、渚のシンドバッ

ド、暑中お見舞申し上げます、イミテーション・ゴールド、ウ

ォンテッド、あんたのバラード、ＵＦＯ 



 
 
◎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 
２／３ ２４７２ ３４ ３４ ３０ ０  ８８．２４％  

１／２０ ２４70 ３４ ３１ ２５ １＋１ ４ ８３．８７％ ８７．１０％ 

 ◎スマイル報告 横山 貢会員 

池上 實君 1971 年 2 月 4 日、当時副会長だった伊藤会員のス

ポンサーで入会。本日、出席 100%40 年を達成致しました。ス

ポンサーのご指導と会員皆様の友情に心より感謝します。 
池上 實君 諸事お祝の皆様おめでとう。長谷川会員御夫人、

デーモン会員御夫人ようこそ。 
田中賢三君 毎年トリプルです。６７，４０，２２。有難うご

ざいます。 
長谷川静雄君 今日節分の日、結婚記念日に家内を招いて戴き

有難うございました。昭和 24 年の今日、日本橋三越本店で式を

挙げました。71 年つつがなく参りましたのは皆々様のお蔭と感

謝致します。私は学生で家内は中学の教師でした。 
山本幸一君 父の葬儀に際し、クラブより生花と弔電をいただ

き、誠にありがとうございました。おかげ様で２月１日に滞り

なく葬儀終了いたしました。皆様への感謝の気持ちを忘れず精

進いたします。ちなみに明日、足首を固定しているボルトを抜

き、あさってから本格的なリハビリが始まります。今月末には

松葉杖がとれる見込みです。 
杉本行廣君 後期高齢者の仲間に入れていただきますのでよろ

しく。 
出口敬純君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。誕生祝あ

りがとうございます。 
下里洋一君 出席表彰ありがとうございます。長谷川会員の奥

様、クライドさんの奥様用こそ。おめでとうございます。サマ

ンサさん模様こそ。 
和田幸男君 結婚祝ありがとうございます。 
大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。先週の

例会は急用で欠席しました。連絡が遅れてすみませんでした。 
小澤耕一君 ミセス長谷川さん、ミセスクライドさんようこそ。

サマンサさん、風邪を引かぬよう頑張ってください。 
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

皆様おめでとうございます。 
河本啓伸君＆横山宏実君 諸事お祝の皆様おめでとうございま

す。ゲストの長谷川栄子様、リ・ジン・ピン様、サマンサ、よ

うこそ。 
河本啓伸君 びっくりしました、出席表彰。1 年です！40 年の

池上さんはすげえなぁ… 
加藤 寛君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。長谷川さ

ん、クライドさんの奥様ようこそ。 
伊藤留治君 長谷川栄子様、リ・ジン・ピン様、サマンサ・キ

ャッツアリー様、本日はようこそ。池上さん 40 年 100%出席お

めでとうございます。 
岡本辰男様 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。 
加茂正司君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
平井 茂君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様おめでとうござ

います。 
粂 仁夫君 ゲスト長谷川栄子様、リ・ジン・ピン様、サマン

サ・キャッツアリー様、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。 
成田栄二君 諸事お祝の方々おめでとうございます。長谷川夫

人、クライド夫人ようこそ！青少年交換学生サマンサ・キャッ

ツアリー産、ようこそ！ 
富岡俊輔君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。私事で長

期欠席し、申し訳ありませんでした。あやうくゲストになると

ころでした。これからまたガンバリますので宜しくお願いしま

す。 
［本日 23 件、80,000 円でした］ 
 

◎諸事お祝 

結婚祝。長谷川ご夫妻、クライドご夫妻 

◎理事会報告 

１．ＩＭ準備について  

小林実行委員長作成のメンバー表を承認 

２．５０周年記念親睦旅行（仮称）について 
主催を本年度親睦委員会とし、５０周年費用から一人につ

き２万円を補助する形で、５月１９日（木）を挟んでの２

泊３日の旅行を承認。行く先などについては親睦委員会と

５０周年実行委員会で基本案を作成する。 
３．佐々木元会員 
規定に従い、記念品を贈る旨を承認。 
４．湘南ＲＣとの合同例会 
湘南ＲＣからの申し入れを検討し、４月６日（水）に合同

例会を実施する旨を承認。 

左）結婚祝の和田・田中会員 右）４０年皆勤の池上会員がス

ポンサーの伊藤会員に感謝を込めて花束を贈りました 

出席表彰。左から田中・河本・下里・池上会員 

誕生祝。左から出口・田中・杉本会員 


