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＝本日の例会行事＝
◇歌唱「我等の生業」
「覇気あれ我がクラブ」

◇創立記念乾杯［発声・伊藤留治会員］

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「第 54 回創立記念例会にちなんで」 池上 實君
◎幹事報告

８/２３（金） １８：３０点鐘 平塚プレジール

◇ガバナー事務所より

６Ｆ「大山」 （花火大会見学・誕生会）

＊地区職業奉仕セミナー開催要項

・９/１５(日) １３：３０

～１５：３０ ・第一相澤ビル６Ｆ「会議室」

スマイル報告

＊「職業奉仕月間」卓話についての依頼

伊藤留治君 クラブ創立記念例会を

＊米山奨学生カウンセラーアンケート協力依頼

祝して。

◇ロータリー日本財団より

出口敬純君・横山貢君

確定申告用寄附金領収証に

ついての依頼

中山富貴子会員

記念例会おめでとうございます。暑い

添付書類・・・寄附者の皆様へ［書簡］・確定申告用寄附
金領収書・税額控除に係る証明書の写し
◇ガバナー補佐より

第 2 回会長・幹事会開催通知

日が続いておりますので、皆様、体調管理にお気を付け
下さい。加藤さん、写真ありがとうございます。

・

水嶋

聡君

54 回創立記念例会おめでとう御座居ま

8/21(水) １８：３０～ ・「峯屋一芳堂本舗」

す。皆様に幸あれ！

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより

西山国男君

支援金依頼

２０１３年 青少年交換学生受入の

・会員一人当たり ２，０００円

◇ガバナー月信 Ｖｏｌ．２
◎会報

◇タウンニュース

着 台北西北・寒川・綾瀬

◎例会変更
☆茅ヶ崎湘南

本日は創立

第 54 回創立記念例会おめでとうございま

す。
吉田恵子君

創立記念おめでとうございます。池上先

生、卓話たのしみにしております。
加藤

寛君 第五十四回創立記念例会おめでとう。

８/１４（水） 休 会 （クラブ定款により）

田中賢三君 創立 54 回おめでとうございます。池上先

９/１８（水） ⇒ ９/２０（金） １８：３０点鐘

生、卓話楽しみです。

茅ヶ崎ラスカサロン（茅ヶ崎３ＲＣ合同ガバナー公式訪問）

岡本辰男君 池上さん、卓話楽しみです。

☆綾 瀬

８/１３（火） 休 会 （クラブ定款により）

池上

８/２７（火） １８：３０点鐘 海老名ウィングス

と）。本日のスピーチ気楽に聞き流して下さい。
杉本行廣君 今日は 54 回目のクラブ創立記念例会おめ

（納涼移動例会）
☆綾瀬春日

實君 「秋立つと言へば学童どこどこと」（まこ

８/２１（水） ⇒ ８/２２（木） １８：３０点鐘

でとうございます。

オークラフロンティアホテル海老名

和田幸男君 池上先生、創立記念卓話、よろしくお願い

☆平塚南

します。

８/１６（金） 休 会 （クラブ定款により）

◎出席報告 半田朋子会員
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斉藤信夫君 本日、所用の為、早退致します。
澤邑重夫君

本日もお暑うございます。今年も高校野球

が楽しみなこの頃です。
清水賢一君

創立記念おめでとうございます。この席に

いられる事をうれしく思います。
大森久巳男君

創立記念例会おめでとうございます。池

上様、卓話楽しみです。
大箭剛久君

暑い日々はおいしいビールで乗り切りた

いと思います。
加瀬義明君 創立記念にスマイル。
小林

亨君

創立記念おめでとうございます。池上先

生、よろしくお願いします。
加茂正司君

立秋が過ぎたのにこれからが暑さ本番の

ようです。皆様お体を大切にして下さい。池上さんの卓
話楽しみにしています。
第 54 回創立記念例会、誠におめでとう

岩澤あゆみ君

ございます。祖父も天国から元気に“スマイル”と言っ
ている気がします。脈々と受け継がれてきた茅ヶ崎ロー
タリーの伝統とタスキがこれからも太く強く続いてい
きますように、スマイル！
粂

仁夫君 池上さん、卓話楽しみです。

程島利通君

池上實さん、創立記念卓話有難うございま

す。
小澤耕一君

第 54 回創立記念例会を祝して。酷暑の折、

皆さんお大事に！
椋梨晴喜君 創立記念例会とのこと。今日も楽しく参加
しました。
梅田弘人君

創立記念おめでとうございます。

杉田祐一君

創立記念おめでとうございます！この場

にいられることを誇りに思います。
下里洋一君 記念例会おめでとうございます。祝いまし
ょう。
中山富貴子君

立秋をすぎてからの猛暑に、ようやく我

家のせみがなき出しました。創立記念例会おめでとうご
ざいます。
［本日 26 件、43,000 円です］
卓話「創立記念例会にちなんで」
池上實君 茅ヶ崎ＲＣ誕生からの歴史
＝卓話者プロフィール＝
いけがみまこと
1936 年 9 月 20 日生まれ 邦楽
池上實箏曲三絃教室箏曲三絃教授
1971 年入会 1985-1986 年度会長
現年度：クラブ研修リーダー

修正出席率

９２．１１％

【仮クラブ設立：第１例会】1960 年 8 月 10 日
例会場：茅ヶ崎商工会議所
1960 年（昭和 35 年）8 月 10 日、新築の茅ヶ崎商工会議
所にてチャーターメンバー20 名、ゲストスピーカーに柳瀬
省吾ＰＧ・笹部誠分区代理・岩崎裕侾特別代表・永瀬博道ス
ポンサークラブ（藤沢ＲＣ）会長を迎えて開催されました。
岩崎特別代表は亡くなられる２年前まで、当クラブ創立記念
例会で祝辞を述べられていました。
＜チャーターメンバー（敬称略）＞
秋吉致・岩橋俊雄・岸亨・熊沢金造・熊沢茂吉・見上保・三
橋常吉・落合一作・岡本巽・桜井源一・新家好二・杉本三郎・
高畑省三・八木節男・山本銀三・吉沢亀代司・田中吉治・船
橋元夫・岩田喜代治・池田悦治
【認証状伝達式】1960 年 11 月 23 日
式典会場：県立茅ヶ崎高校講堂
快晴の下、チャーターメンバー20 名が岩崎特別代表をは
じめスポンサークラブの藤沢ＲＣ会員のご指導・ご支援を受
け、伝達式を開催しました。田誠ガバナー・笹部誠分区代理
をはじめ来賓 35 名、参加クラブ会員家族 180 名、当クラブ
会員家族 37 名、合計 262 名という当時としては極めて多数
の参加を得て、盛会のチャーターナイトは終了しました。
【台北西北区扶輪社と姉妹クラブ締結】1964 年 10 月 15 日
教員であった見上保会員の台湾時代の教え子である荘讃
元氏が台北西北クラブに在籍していたことをきっかけに、機
運が盛り上がり、1964 年 10 月 15 日、当クラブ第 359 回例
会に於いて「日本・台湾両国間第１号姉妹クラブ」を締結し
ました。以来、現在も替らぬ友好が続いています。ちなみに
台北西北クラブも 1960 年の創設で、同い年です。
【アディショナルクラブ設立のスポンサー】
茅ヶ崎クラブは東京ＲＣ－横浜ＲＣ－藤沢ＲＣという伝
統を引き継いで誕生したことから、新クラブ結成の原動力と
なることが求められました。
◆1962 年 8 月 10 日 仮相模原ＲＣ創立例会 チャーター
メンバー22 名
特別代表：落合一作、スポンサークラブ会長・秋吉致、幹
事・山本銀三、拡大委員長・新家好二
※相模原ＲＣからのアディショナルクラブ
津久井ＲＣ、相模原南ＲＣ、相模原中ＲＣ、相模原グリー
ンＲＣ
◆1973 年 5 月 22 日 仮寒川ＲＣ創立総会 チャーターメ
ンバー27 名
特別代表：落合一作、スポンサークラブ会長・三橋常吉、
幹事・小室硬一、拡大委員長・秋吉致、同副委員長・伊藤留
治
◆1976 年 9 月 2 日 仮茅ヶ崎湘南クラブ創立総会
特別代表：秋吉致、拡大エード：山本銀三・西原堅、スポ
ンサークラブ会長・秋小室硬一、幹事・青木春男
※湘南クラブは 1984 年に茅ヶ崎中央ＲＣのスポンサーとな
りました
［お詫び］この卓話は音声収録がありません。ご了承下さいませ

