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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 ― 1981 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 社会奉仕委員会 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 3 月 3 日（木） 第２４７６回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 32 

＝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 

小澤喜久子様（小澤会員夫人） 澤邑ゆき様（澤邑会員夫

人） 劉 艶 明さん（米山奨学生） 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    長谷川静雄君 ・ 和田幸男君（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 小澤耕一君♥喜久子様・澤邑重夫君♥ゆき

様・田中賢三君・和田幸男君・泉 不二夫君  １月分：山口

利通君 （ラスクセット・花束） 

☆出席表彰  山口利通君（３２年） ・ 加茂正司君（１２年） 

（商品券） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊次年度クラブ指導者に向けた「広報セミナー」開催の案

内 

 ・４／４(月) セミナー…１４：３０～１７：００ 懇親会…１７：０

０～１８：００  ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６F ・会費：１，５００円 

＊ニュージーランド地震災害支援 協力の依頼  締切：３

/２５(金) 

＊２０１１年地区協議会来場のバス利用について 

◇ロータリーの友 ３月号  ◇ガバナー月信 №９ 

◎例会変更 

☆藤 沢    ３/３０(水)  休会 

☆藤沢東   ３/２２(火)  休会 

         ４/ ５(火)  １８：００点鐘 茅ヶ崎 熊澤酒造

内「天青」 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：７，０００円 

☆藤沢北西 ３/１０(木) ⇒ ３/９(水) １３：００点鐘 ホテル

ニューオータニ （シルク・ドゥ・ソレイユ家族会の為） 

☆藤沢南   ３/２１(月)  休会（春分の日） 

◎委員会報告 

社会奉仕［粂会員］：３／１７（木）例会で市長・消防長

などを招いて「救急ペットボトル」の寄贈式を実施。同

日例会後、県立茅ケ崎養護学校へ職場見学に行き、その

後なんどき牧場にてフォーラムを開催。 

雑誌委員会［小澤会員］：ロータリーの友３月号紹介 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1981 年～ 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第２２代会長：石坂圭二 幹事：

原稔 会員：７０名 出席率：99.80% スマイル：￥2,429,316
＜ＲＩ＞スタンレー E.マッキャフリー（米国・バークレーＲ

Ｃ）World Understanding & Peace Through Rotary ロータ

リーを通じて、世界理解と平和を＜国内での出来事＞【社会的

出来事】「パリ人肉事件」日本人留学生（佐川一政）がオラン

ダ人の女性をカービン銃で殺害し、死体をバラバラにした上、

一部を焼いて食べるという事件が起こった。【新商品】フルム

ーン夫婦グリーンパス［国鉄］、ポストイット、ムーニー（紙

おむつ）、ガリガリ君【流行語】「なめねこ」、「ノーパン喫茶」、

「えぐい」「クリスタル族」「粗大ゴミ」「ハチの一刺し」「ベン

チがアホやから野球がでけへん」【ヒット曲】ルビーの指輪（寺

尾聡）花咲小紅（矢野顕子）長い夜（松山千春）ハイスクール

ララバイ（イモ欽トリオ）もしもピアノが弾けたなら（西田敏

行）ギンギラギンにさりげなく（近藤真彦）風立ちぬ（松田聖

子）悪女（中島みゆき）セーラー服と機関銃（薬師丸ひろ子）

【スポーツ】夏の高校野球、報徳学園優勝（金村）ベスト４・

名電工（工藤）、大相撲で千代の富士が年３場所優勝（関脇・

大関・横綱の別々の地位で） 



 
 
◎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 
３／３ ２４７６ ３４ ３３ ３０ ２  ９６．９７％  

２／１９ ２４７４ ３４ ３１ ２４ ３+０ ４ ８７．１０％ ８７．１０％ 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

長谷川静雄君 今日３月３日お蔭様で８６歳の誕生日お祝を戴

きありがとうございます。世の中の変わり方が大きいので今一

度勉強し直しで、今日発行される読売コドモ新聞の購読申し込

みました。小学１年から始め、“修身・斉家・治国・平天下”を

志します。処刑の今後の御指導をお願いします。 
小澤耕一君 雛の節句のおめでたい例会に家内をお招き頂き有

難うございます。５４回目の記念日で、よく続いたもの、よく

生きたものと思っています。 
下里洋一君 結婚祝の奥様方、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。劉さん、サマンサようこそ！ 
泉 不二夫君 結婚祝、有難うございます。 
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。小澤

様令夫人喜久子様、澤邑様令夫人ゆき様、ようこそいらっしゃ

いました。 
和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。お客様ようこそ。 
菅野 清君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとうご

ざいます。 
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。ゲストの小澤喜久子様、澤邑ゆき様、劉さん、サマンサ、

ようこそいらっしゃいました。山口利通さん、ＩＭの写真あり

がとうございました。 
伊藤留治君 小澤喜久子様、澤邑ゆき様、ようこそ。諸事お祝

の皆様、おめでとうございます。 
杉本行廣君 ひな祭りにふさわしく、奥方様をお迎えしての例

会にバンザイ。諸事お祝の諸兄、おめでとうございます。 
田中賢三君 小澤御夫妻、澤邑御夫妻、御結婚記念祝たいへん

おめでとうございます。劉さん、サマンサさん、こんにちは。

日本の春を楽しんで下さい。 
粂 仁夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。小澤喜

久子様、澤邑ゆき様、いらっしゃいませ。艶明さん、サマンサ

さん、いらっしゃいませ。 
古性武志君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。ゲスト・

ビジターの皆様ようこそおいで下さいました。 
出口敬純君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとうご

ざいます。 
平井 茂君 お客様、お寒いのにようこそ。諸事お祝の皆様、

おめでとうございます。 
澤邑重夫君 お祝頂きまして有難うございます。嫁ともども毎

年この日を楽しみにしております。今年も夫婦仲良く頑張って

いきたいと思います。 
加茂正司君 小澤喜久子さん、澤邑ゆきさん、劉さん、サマン

サさん、ゆっくり楽しんで下さい。出席表彰ありがとうござい

ました。 
成田栄二君 諸事お祝の方々、おめでとうございます。小澤夫

人、澤邑夫人、劉艶明さん、サマンサ、ようこそ！ 
加藤 寛君 本日は寒いですね。諸事お祝の皆様、おめでとう

ございます。 
程島利通君 小澤ご夫妻をはじめ、諸事お祝の皆様、おめでと

うございます。 

◎諸事お祝 

結婚祝。小澤ご夫妻、澤邑ご夫妻 

◎理事会報告 

１．５０周年親睦旅行について 

行き先：韓国、日程：５／１９（木）～２１（土）、費用概算：

９万円 承認。次週例会より出欠の回覧開始 

２．成田次年度ガバナー補佐への支援について 

①コピー・通信費用などはクラブから援助する。②会長・幹事

会での書類配布に当クラブ封筒の使用を承認する。 

３．社会奉仕フォーラムについて 
３／１７例会後、県立茅ケ崎養護学校へ職場見学、その後なん

どき牧場にてフォーラムを開催する旨、承認。会費３千円。 

４．会員増強フォーラムについて 

４／６（水）湘南ＲＣとの合同例会後、夕方より開催する旨、

承認。時間・場所は程島会員に一任。会費３千円。 
５．救急ペットボトル寄贈式について 
３／１７の例会に市長・消防長を招いて行うことを承認。 

左）結婚祝の泉・山口会員 右）出席表彰の加茂・山口会員 

左）誕生祝の和田・長谷川会員 右）米山奨学生・劉艶明さん 

山本幸一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。小澤さん

ご夫妻、澤邑さんご夫妻、ひな祭りの記念写真をどうぞ。 
山口利通君 小澤夫人、澤邑夫人ようこそ。例会をお楽しみ下さ

い。結婚祝（１月分）と出席表彰ありがとうございます。頂ける

かどうか心配でした。 
岩澤 正君 おめでとうございました。 
富岡俊輔君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。お客様よ

うこそ！ 
［本日 25 件、73,000 円でした］ 


