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2019 年 8 月 8 日（木） 第２８６１回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 6
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」
「覇気あれ我クラブ」

◇乾杯

◇会長挨拶

◇諸事お祝

◇幹事報告

◇卓話 加藤 寛会員 「創立記念スピーチ」
◎ゲスト・ビジター紹介

・前夜祭：９/１９(木) １８：３０開始 ・台北凱撒大飯店

薗 信雄 様（東京銀座ＲＣ）

（シーザーパークホテル）

◎幹事報告

･親善ゴルフコンペ：９/２０（金） ７：００ ティーオフ ・

◇国際ロータリー日本事務局より

＊２０１９年度規定審議会

國華ゴルフクラブ

の結果を反映したＲＩ定款/細則 及びクラブ定款/細則の日本

・観光 ： ９/２０(金) ９：００より

語版についての進捗状況・・・９月までにＭｙ ＲＯＴＡＲＹにア

・５９周年記念式典：９/２０(金)

ップロードされる予定

ー…１７：３０

◇ガバナー事務所より

＊２０１９－２０年度 地区大会 提出

書類等についての依頼
◉地区大会 会長・幹事会及び会員登録、家族登録について
のお願い

◉報告書（長寿会員・物故会員）

◉バス駐車場及び宿泊の件
書

◉登録用紙

◉宿泊申込書・バス駐車場申込

◉送金明細書 ◉クラブリーダーセミナーの案内

・１０/１

９（土）１５：３０～１６：５５ ・小田急ホテルセンチュリー相模大野
◎参加対象者・・・クラブ…会長・幹事・会長エレクト・クラブ研
修リーダー

地区…ＰＧ/ガバナー補佐/地区役員/地区委員

長/地区研修委員会
◉地区大会：新世代交流会の件

・１０/２０（日） ９：３０～

・小田急ホテルセンチュリー相模大野 ８階 ・テーマ「いのち
の持ち物けんさ」難民を題材としたワークショップ
◉地区大会の写真の提出について ①クラブの奉仕活動の紹
介写真

②長寿会員の写真

③物故会員

◉地区大会パンフレット
◇ロータリー日本財団より

＊確定申告用寄付金領収証

【 税額控除の証明書は領収書の裏面に印刷 】
＊寄付者の皆様へ［書簡］ ※領収書は原則として再発行出
来ません。確定申告時まで大切に保管してください。
◇台北西北区扶輪社より ５９周年チャーター記念式典の通
知
・前夜祭：９/１９(木) １８：３０開始 ・台北凱撒大飯店（シーザ
ーパークホテル）

０

台北市區

受付/カクテルパーティ

式典開始…１８：００

祝賀会…１９：３

・典華旗艦館６階（The Denwell Taipei）

スマイル報告
澤邑重夫君

石田貴一会員
薗さんようこそ。本日は創立記念例会です。茅

ヶ崎ロータリークラブの未来を祝してスマイルいたします。
杉本剛昭君

クラブ創立 59 周年おめでとうございます。先

週末に食あたりを起こし、これはダイエットチャンスと思い
ましたが、2 キロしか減りませんでした。体重 100 キロある
と、2 キロなんて誤差の範囲です。そうですよねぇ、富田さ
ん！
池上

實君

十数年ぶりに鬼の霍乱がおこり、直前会長・幹

事慰労会のお役に立てず、申し訳ありませんでした。本日は
またクラブ創立 59 年カンパイの音頭をとらせて頂きます。
大森久巳男君

加藤様、創立記念スピーチ楽しみです。諸事

お祝の皆様おめでとうございます。不肖私も明日 9 日生まれ
でお祝いただきます。この暑い時に母親は大変だったと思
い、感謝です。
木村信一君

8 月 6 日、堺正章と同じ誕生日です。年は速い

もので 28 歳になりました。さて誰でしょう？
伊藤留治君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。ビジネ

ス体験隊ご参加の皆様お疲れ様です。暑い中大変だと思いま
すが、頑張って下さい。薗様ようこそお越し下さいました。

出席報告 吉田恵子会員
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橋本正一君

修正出席率

９７．４４％

茅ヶ崎大好きな長男が茅ヶ崎の本を出しまし

た。亀井さんと一緒にコンサートも企画しているようです。
応援よろしくお願いします。
伊藤和明君

誕生祝ありがとうございました。

熊澤孝之君

大森さん、木村さん、誕生祝おめでとうござい

ます。水嶋さん、小澤さん、結婚祝おめでとうございます。
ついでに小泉進次郎さんと滝川クリステルさんの結婚を心
よりお祝いしたいと思います。
杉本行廣君

ロータリーの友 8 月号縦組み 14 頁の記事中、

私も敬愛申し上げていた深川先生の訃報に接し、心よりご冥
福を申し上げたいです。ロータリー理論を教えて下さる方で
した。
加藤

寛君 創立記念例会おめでとう。

成田栄二君

諸事お祝の方々おめでとうございます。薗さ

乾杯の発声は池上實会員

ん、ようこそ！
茅ヶ崎ロータリークラブの創立 59 周年記念

岩澤あゆみ君

例会おめでとうございます。来週は地区補助金プロジェク
ト、ビジネス体験隊となります。御協力、よろしくお願いし
ます。
中山冨貴子君

創立 59 周年記念例会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。毎日お暑い日が
続いております。皆様どうぞご自愛下さいませ。
吉田恵子君

8/5 湯河原ロータリーの神谷さんの呼び掛けで

メロン狩りとガラスの森に行ってきました。留学生たちとカ
ーニーちゃんも参加して楽しい一日でした。
大箭剛久君

昨日は鎌倉パークホテルで行われた RI 会長歓

迎会に出席させていただきました。お酒を飲めない方のよう

誕生祝の大森・木村信一・伊藤和明の各会員

で、RI 会長代理のつもりで 2 人分飲んできました。
水嶋

聡君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。私も結

婚記念祝頂きまして、ありがとうございました。皆様に幸有
れ！
富田桂司君

銀座 RC 薗様ようこそ！諸事お祝の皆様おめ

でとうございます。本日立秋です。ということで、皆様「残
暑お見舞い申し上げます！」
岩井

結婚祝の水嶋会員と出席表彰の伊藤和明会員

泰君 お盆休みまであとチョット。暑さに負けずにガ
創立 1960 年 8 月 10 日、藤沢 RC がス

ンバリます。
野中範郎君

熱中症にお気を付けください。

ポンサー。チャーターメンバー20 名。

石田貴一君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。猛暑で

相模原・寒川・茅ヶ崎湘南 RC のスポン

す。皆様お身体ご自愛下さい。

サー。姉妹クラブ：台北西北 RC。友好

［本日 21 件、35,000 円です］

クラブ：東京世田谷 RC・大阪茨木 RC

加藤寛会員【創立記念スピーチ】自分自身の思い出を簡単に述べたいと思います。私が入会したのは 1982 年 10 月です。
会員数 72 名、石坂圭二会長・鷲沢康二幹事年度です。スポンサーは出口敬義さん、会場はフィッシュセンターでした。
私は 29 歳で父の会社を飛び出し、茅ヶ崎で独立し、商売を始めました。5 年目に法人化しました。その年に熱心なロータ
リアンでありました平塚の従兄弟である橋川さんに薦められ、出口さんの御紹介で会員にしていただきました。最初は大
変敷居が高く、出席のたび緊張しておりました。何しろ当然私より年齢の上の方ばかり、尚且つこの茅ヶ崎の戦後の骨格
を作った実力のある方々でしたから。幸い私は先輩方から可愛がられ、いろいろと勉強させて頂きました。小室硬一さん
とは毎年のように台北にカバン持ちとしてお伴していましたし、小川譲次先生御夫妻とは年一回、プライベートで訪台し
ておりました。五島基臣先生や平井茂さんともカンボジア、ベトナム旅行に参りました。岩澤あゆみさんのおじい様の正
さんにも大変お世話になり、私の会長時代、よく自宅のポストにお手紙を頂き、色々とご指導して頂きました。私が本日
迄在籍できたのも諸先輩方と皆様のお陰です。今後とも、御指導の程お願い申し上げます。ありがとうございました。

