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☆歌唱 「我等の生業」       ☆表彰：米山功労者 

☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1978 年  ☆幹事報告  

☆卓話：大村日出雄様「茅ヶ崎市の観光について」 

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 2 月 10 日（木） 第２４７３回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 29 

＝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 

大村日出雄様（ゲストスピーカー・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊第４回地区環境活動へ出席の依頼   

 ・第４回地区環境活動「湧水の地図をつくってみよう。」  

・2/19(土) 13：30～16：30 ・渋沢公民館 大会議室 ・登

録料：1,000 円 

◇ロータリーの友事務所より 2011－2012 年度版 ロータリ

ー手帳予約受付の通知 

  ・1 部：６３０円 （５月下旬出来上がり予定） 

◇神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所長より 平成２２年度薬

物乱用防止講習会の開催について（通知） 

 ・3/10(木) 14：00～16：45 ・神奈川県茅ヶ崎保健福祉事

務所 講堂 

 ・内容：「子どもたちを取り巻くネット社会の現状とその対

応策」  

 ・講師：全国Ｗｅｂカウンセリング協議会 理事長 安川雅

史氏 

◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆茅ケ崎中央  

２/１１(金) 休会（クラブ定款により） 

２/１８(金) ⇒ ２/１９(土) １３：３０点鐘 寒川神社 参集殿 

２/２５(金) 通常例会 ⇒ 夜間例会（創立記念例会） 

☆綾瀬      

２/２２(火) ⇒ 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 茅ヶ崎湘南 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第１９代会長：岩澤 正 幹事：

杉本行廣 会員：６7 名 出席率：99.97% スマイル：

￥1,711,190  茅ヶ崎ローターアクトクラブ結成[１９名]、地

区内に新クラブが 11 誕生＜ＲＩ＞クレム・（豪州・ナンバーＲ

Ｃ）REACH OUT… 手をさし伸べよう…＜国内での出来事＞

【社会的出来事】成田空港開港、江川空白の一日事件【新番組】

ザ・ベストテン、白い巨塔、熱中時代【流行語】「アーウー」「口

裂け女」「嫌煙権」「ナンチャッテおじさん」「不確定性の時代」

（ガルブレイスの著書から）「フィーバー」「窓際族」【スポー

ツ】プロ野球ヤクルト初優勝、高校野球「逆転のＰＬ」【ヒッ

ト曲】カナダからの手紙（平尾昌晃・畑中葉子）微笑がえし（キ

ャンディーズ）時には娼婦のように（黒沢年男）与作（北島三

郎）•サウスポー（ピンク・レディー）•時間よ止まれ（矢沢永

吉）プレイバック Part2（山口百恵）青葉城恋歌（さとう宗幸）

勝手にシンドバッド（サザンオールスターズ）•透明人間（ピ

ンク・レディー）いい日旅立ち（山口百恵） 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1978 年～ 

◎表彰：米山功労者（感謝状の贈呈） 

第４回マルチプル 小澤耕一君・程島利通君・下里洋一

君・大森久巳男君 第２回マルチプル：粂 仁夫君  

左から粂・大森・下里・程島会員 



 
 
◎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 
２／１０ ２４７３ ３４ ３１ ２６ １ ４ ８７．１０％  

１／２７ ２４７１ ３４ ３３ ２６ １+２ ４ ８１．８２％ ８７．８８％ 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

大村日出雄様（茅ヶ崎湘南ＲＣ・茅ヶ崎観光協会会長）

本日は茅ヶ崎の観光について説明出来ますことに感謝申

し上げます。 
田中賢三君 大村名誉会頭・観光協会会長殿、お忙しい

ところ茅ヶ崎ＲＣの卓話を快くお引き受けいただきあり

がとうございました。八巻部長、よろしくお願い致しま

す。 
伊藤留治君 お帰りなさい。大村日出雄様。 
山口利通君 大村様、本日はご苦労さまです。卓話大い

に期待しております。 
下里洋一君 大村さんようこそ。今日はどうしても早退

しなければなりません。誠に申し訳ありません。 
熊澤圓造君 大村様、いつもお世話になります。本日は

卓話楽しみにして居ります。 
菅野 清君 大村会長、スピーチ楽しみです。よろしく

お願いします。米山功労者表彰の皆様、おめでとうござ

います。 
古性武志君 大村様ようこそ。卓話楽しみにしておりま

す。 
和田幸男君 大村観光協会会長、卓話よろしくお願い致

します。 
池上 實君 ゲストスピーカーの大村さん、故郷への里

帰りようこそ。卓話楽しみにしております。 
岩澤 正君 大村さん、ようこそ。どうぞよろしく。 
粂 仁夫君 大村日出雄様、卓話楽しみです。 
杉本行廣君 大村さん、ようこそ。スピーチを楽しみに

しています。 
山本幸一君 大村さん、八巻さん、ようこそ。卓話よろ

しくお願い致します。田中さん、会頭に運転手をお願い

して申し訳ありませんが、終了後、商工会議所までよろ

しくお願いします。 
大森久巳男君 茅ヶ崎市観光協会会長、ようこそいらっ

しゃいました！卓話楽しみです。 
河本啓伸君＆横山宏実君 観光協会会長の大村様、当ク

ラブ５０周年式典の際はご臨席賜りまして、ありがとう

ございました。本日は卓話をよろしくお願い致します。

来週はＩＭです。賑やかにやりましょう。 
加茂正司君 大村さん、ようこそ。卓話楽しみにしてい

ます。 
小林 亨君 お客様ようこそ。大村様、近いのですが遠

いようで。ＩＭキャラバン終了しました。２／１９に全

員のご協力をお願いします。 
澤邑重夫君 大村様、ようこそいらっしゃいました。本

日はよろしくお願い致します。 
程島利通君 茅ヶ崎湘南ＲＣ大村様、ようこそ。 
横山 貢君 茅ヶ崎市観光協会会長大村日出雄様、本日

は観光協会の話、よろしくお願いします。 
［本日 22 件、37,000 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：「茅ヶ崎市の観光の話」大村日出雄様 

茅ヶ崎市観光協会会長，茅ヶ崎湘南ＲＣ 

【卓話概要】 
 お父さん、ただいま！ 
伊藤さんに誘われて茅ヶ崎ＲＣに入り、湘南ＲＣが出来

る時（1976～1977 年度）にチャーターメンバーとして移

籍しました。秋吉さんが特別代表で、私が初代会長を務め

させて頂きました。 
今日はふるさとに帰って来て、茅ヶ崎の観光の話をさせ

て頂くことになり、感謝致します。 
■世界の観光・日本の観光 

 世界一の観光大国は人口 21 位のフランス。年間 7,680
万人。日本は人口 10 位、観光客数は 34 位で 680 万人。ア

ジアからやって来る人が圧倒的に多く、その動機はショッ

ピングが一番です。日本の中では東京・大阪に次いで神奈

川・京都といった順位です。 
■観光協会 

 昭和 37 年４月１日に発足。当時は市長が会長を兼ねて

いましたが、その後管轄が商工会議所・市長と移動し、平

成 14 年から民間委託され、今まできましたが、この４月

より任意団体から一般社団法人化される予定です。 
■茅ヶ崎４代イベントの経済効果 

 大岡越前祭：３億 2500 万円 
浜降祭：６億 7770 万円 
花火大会：２億 4050 万円 
湘南祭：１億 8600 万円。 

茅ヶ崎への波及効果としては 11 億円程度と考えられます。 
■イベント推進の方向性 

 今後は経済効果を高めるという視点から、「集客」「消費

意欲の向上」を目指していきたいです。 
■観光資源の発掘・開拓 

 山田耕筰「赤とんぼの碑」建立に続き、川上音二郎・貞

奴の碑建立など、茅ヶ崎に由来する文化をさらに発掘・開

拓してゆきたいと思います。 
■観光振興事業 

 えぼし岩周遊船＆生わかめまつり、茅ヶ崎ジャンボリー、

Ｃ１グランプリ、レンタサイクル、小出川彼岸花まつり・

桜まつりなど。 


