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☆歌唱 「それでこそロータリー」    ☆表彰：米山功労者［第４回 小澤耕一君］ 

☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1979 年  ☆幹事報告 

☆委員会報告 池亀武士Ｇ補佐 他 ☆卓話：前川義憲様「カザフスタン．バイコヌール滞在記」 

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 19 日（土）ＲＩ２７８０地区第４グループＩＭ ＆ 2 月 24 日（木）合併号 No. 30 & 31 

＝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 

前川義憲様（ゲストスピーカー・茅ヶ崎宇宙フォーラ

ム会長・茅ヶ崎中央ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  ロータリー・リーダー2011 年１月号 
◇ガバナー事務所より  
 ＊ロータリー財団と「未来の夢計画」に関するクラ

ブ・アンケート ・提出期限：3/15(火) 
 ＊第４１回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野

杯）の案内 ・4/12(火) 9:30 集合 ・湘南ローンテニ

スクラブ ・参加料・・・ロータリアン：7,000 円 家

族・ゲスト：4,000 円 ・締切：3/31(木) 
◇米山記念奨学会より  ハイライトよねやま１３２ 
◇AMDA メールマガジン「AMDA 速報 ニュージーラ

ンド地震緊急医療支援活動開始」 
◇タウンニュース。 
◎例会変更    

☆藤沢  3/16(水 )  ☆藤沢西  3/17(木 )  ☆藤沢北 
3/18(金) ☆藤沢東 3/8(火) ☆藤沢北西 3/17(木) ☆

藤沢南 4/18(月) ☆かながわ湘南 3/18(金) 
上記の各例会を、いずれも 3/19(土) 藤沢市民会館 

（第２７８０地区 第３グループＩＭ）に変更します。

◎会報着 鎌倉中央・大磯 

◎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 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第２０代会長：山本正治 幹事：

真壁洋二 会員：６８名 出席率：99.92% スマイル：

￥2,359,715＜ＲＩ＞ジェームスＬ.ボーマー,Jr.（米国・シェル

ビービルＲＣ）LET SERVICE LIGHT THE WAY 奉仕の灯

で道を照らそう＜国内での出来事＞【社会的出来事】東京サミ

ット、国公立大学入試に共通一次試験が導入される【新番組】

３年Ｂ組金八先生、ズームイン！朝【映画】エーゲ海に捧ぐ、

クレーマー・クレーマー、地獄の黙示録、ブリキの太鼓【ヒッ

ト曲】贈る言葉（海援隊）、魅せられて（ジュディ・オング）、

異邦人（久保田早紀）、大都会（クリスタルキング）、いとしの

エリー（サザンオールスターズ）、舟歌（八代亜紀）、別れても

好きな人（ロス・インディオス）、関白宣言（さだまさし）【流

行語】「エガワる」「キャリア・ウーマン」「シカト」「熟年」「ダ

サイ」「ナウい」「夕暮れ族」【スポーツ】箕島高校春夏連覇達

成、プロ野球広島が近鉄を破り初優勝［江夏の２１球］ 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1979 年～ 

◎委員会報告 

池亀武士第４グループガバナー補佐：茅

ヶ崎クラブの皆さんのお力添えで、どう

にか無事にＩＭを終えることができまし

た。ご協力に感謝致します。アンケート

結果につきましては、会長・幹事会にて

発表する予定でいます。 
小林亨ＩＭ実行委員長：ＩＭの際は皆様

にご協力頂きまして、ありがとうござい

ました。 



 
 
◎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 
２／２４ ２４７５ ３４ ３３ ２５ ７ １ ９６．９７％  

２／１０ ２４７３ ３４ ３１ ２６ １＋１ ３ ８７．１０％ ９０．３２％ 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

池亀武士様（第４グループガバナー補佐・茅ヶ崎中央Ｒ

Ｃ） 先日のＩＭでは茅ヶ崎ＲＣの皆様のお力添えで無

事終わることが出来ました。ありがとうございます。 
前川義憲様（茅ヶ崎宇宙フォーラム会長・茅ヶ崎中央Ｒ

Ｃ） お邪魔いたします。 
伊藤留治君 池亀ガバナー補佐、ＩＭでは大変お世話に

なりました。前川さん、本日はようこそ。スピーチ楽し

みです。 
小澤耕一君 ２週連続欠席し、久し振りの出席です。先

週１７日は東北新幹線用の新型車両（Ｅ５系）の時速３

００キロの運転に乗ってきました。乗り心地は上々でし

た。 
河本啓伸君＆横山宏実君 ２／１９はＩＭへのご協力あ

りがとうございました。お陰さまでどうにか無事終了す

ることが出来ました。本日ゲストの池亀ガバナー補佐、

お疲れ様でした。前川さん、卓話をよろしくお願い致し

ます。 
田中賢三君 池亀ガバナー補佐、お世話になります。Ｉ

Ｍはお蔭様でたいへん有意義な集会となりました。前川

副会頭、本日の卓話をよろしくお願い致します。 
成田栄二君 池上先生、ＩＭの時はありがとうございま

した。先生の分区代理時代の報告書、興味深く拝読中で

す。 
杉本行廣君 前川様ようこそおいで下さいました。都合

により欠席の為、卓話を拝聴できず誠に残念です。 
池上 實君 池亀ガバナー補佐、ＩＭお疲れ様でした。

前川宇宙フォーラム会長、ようこそ。卓話、楽しみです。 
下里洋一君 池亀ガバナー補佐ようこそ。前川さん、卓

話、楽しみです。よろしく。ＩＭをお休みして失礼しま

した。 
加茂正司君 中央の池亀さん、先週のＩＭも無事に終わ

り、ご苦労様でした。中央の前川さん、卓話よろしくお

願い致します。 
熊澤圓造君 中央ロータリークラブの前川さん、本日は

卓話、楽しみにしております。 
古性武志君 池亀様、ＩＭではお世話になりました。あ

りがとうございました。前川先生、卓話楽しみにしてお

ります。 
平井 茂君 前川さん、卓話楽しみです。 
和田幸男君 茅ヶ崎宇宙フォーラム前川会長、卓話をよ

ろしくお願い致します。 
粂 仁夫君 ゲスト前川義憲様、ようこそ。小澤耕一君、

第４回マルチプルおめでとうございます。 
山本幸一君 池亀ガバナー補佐、ようこそ。先日のＩＭ

は欠席で申し訳ありませんでした。前川先生、ようこそ。

夕方、ハイテクの例会で再びお会いするかもしれません

が、まずは卓話をよろしくお願い致します。 
井上 隆君 前川先生、卓話をよろしくお願い致します。

いつもご迷惑をお掛けします。 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：「カザフスタン．バイコヌール滞在記」 

前川義憲様 茅ヶ崎宇宙フォーラム会長，茅ヶ崎中央ＲＣ 

【卓話概要】 
 茅ヶ崎出身の宇宙飛行士・野口聡

一さんの宇宙への出発をカザフスタ

ンのバイコヌールで見送るという稀

有な経験や他の宇宙飛行士との交流

など、貴重なお話をして頂きました。

詳しくは当クラブホームページより

お聴き下さい。 

◎第４グループＩＭ・・・２／１９（土）無事終了 

去る２月１９日（土）寒川神社参集殿にて２７８０地区第

４グループＩＭが当クラブのホストにより開催されまし

た。講師に国連経済社会理事会総合協議資格を持つＡＭＤ

Ａ代表の菅波茂氏（写真）を招いて「真に役立つ国際奉仕

とは何か」をテーマとした刺激的なＩＭだったと言えるで

しょう。また、池亀ガバナー補佐発案による“懇親会のな

いＩＭ”というあり方も、次年度以降への 1 つの提案とな

ったと思われます。皆さん、お疲れ様でした。 

岡本辰男君 前川様、卓話、楽しみにしております。 
小林 亨君 お客様ようこそ。池亀ガバナー補佐、ＩＭお

世話になりました。また、茅ヶ崎ＲＣの皆様のＩＭへのご

協力感謝申し上げます。 
程島利通君 池亀ガバナー補佐様、ＩＭ大変ご苦労様でし

た。講演良かったですよ。 
［本日 22 件、25,000 円でした］ 

宇
宙
飛
行
士
・
野
口
聡
一
さ
ん 

Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
代
表
・
菅
波
茂
さ
ん 

写真撮影：山口利通会員 


