
県立戸川公園
（県立大磯城山公園提供） （秦野市観光協会提供）

旧吉田邸

～旧吉田邸と戸川公園の散策～
8:50 大磯プリンスホテル発→秦野市文化会館着12:00
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会場案内
記念講演 10月15日（土）

●JR大磯駅より大磯プリンスホテルまで路線バスが運行されています。
　１．湘南大磯住宅行　磯13　　２．国府津駅行　平43
　３．二宮駅行　平47　大磯プリンスホテル前下車　徒歩5分
●JR大磯駅←→大磯ロングビーチ直通路線バスも運行中です。

県立大磯城山公園内の、旧吉田茂邸は歴史的文化遺産として、整備
が進行中ですが、本邸・庭園・兜門・七賢堂等をご見学頂き、その後、
丹沢・大山の山 と々大磯丘陵に囲まれた、「名水の里」 秦野盆地に行き、
平成22年「全国植樹祭」が開催された県立戸川公園を散策します。
ご昼食は、丹沢ヤビツ峠の麓、「石庄庵」で手打ちそばをご賞味頂きます。

奨学期間：2008 ～ 2009年 （横浜たまRC）
ネパール政府公式通訳者。公益財団法人かながわ
国際交流財団勤務。横浜国立大学大学院博士課程
を修了。小中学校等での国際理解授業や国際交流・
協力関係の講演経験多数。日本におけるネパールの認知度・イメージ
向上に寄与した功績で、Bhaskar Award （輝かしい賞） 受賞。NHK
国際ニュース翻訳、TV・ラジオ出演多数。社団法人日本ネパール協
会理事、たまごプロジェクト創設者。

●小田急線秦野駅南口より会場まで直通バス（約20分）を運行します。
●小田急線秦野駅北口より会場までタクシー約10分

国際ロータリー第 2780 地区　ガバナー事務所
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-7-501 第１相澤ビル5階

TEL. 0466-25-8855   FAX. 0466-25-8866
E-mail: g-office@d2780.rotary.bz
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伊勢原中央ロータリークラブ　 秦野名水ロータリークラブ 
伊勢原平成ロータリークラブ

国際ロータリー第2780地区
大磯中

大磯西I.C.

大磯警察署

大磯I.C.
至 厚木I.C. 至 東京

大磯港I.C.

大磯港ロングビーチ入口

西湘バイパス至 小田原

西湘
二宮I.C.

東海道本線

1

小田原厚木道路

至 

横
浜

至 

小
田
原

大磯ロングビーチ
大磯ゴルフコース

二宮
大磯

東海
道新
幹線

大磯プリンスホテル

大磯プリンスホテル

秦野市文化会館

会長・幹事会

至二宮

本会議

米山学友
ジギャン・クマル・タパ 氏

シャネル株式会社　代表取締役社長
リシャール  コラス 氏

1975年　パリ大学東洋語学部卒業、国際ビジネス
センター（CPEI）（パリ）修士課程卒業

1975年　在日フランス大使館 儀典課（東京）勤務
1985年　シャネル株式会社 香水・化粧品本部長
1993年　シャネルリミティッド（香港）  マネージング

ダイレクター
1995年　ハーバード大学 Advanced Senior Management Program に参加
1995年　シャネル株式会社 代表取締役社長　現在に至る
1999年　在日フランス商工会議所 会頭就任
1999年　国家功労勲章シュバリエ 受章
2002年　欧州ビジネス協会（EBC）　会長就任
2006年　レジオン・ドヌール章 受章
2006年　初めての小説 「遥かなる航跡」出版
2008年　旭日重光章 受章
2013年　第六回赤いバラ大賞 受賞
2014年　国家功労勲章オフィシエ 受章

第2日  10月16日（日）  秦野市文化会館（大ホール）

14:40～15:00

15:50～16:50

Photo: Lucille Reyboz

第2日　10月16日 （日）  ｜  エクスカーション 



1985年  7月 鶴岡西ロータリークラブ入会
1991～ 1992年 鶴岡西RC会長
2003～ 2004年 RI第2800地区ガバナー輔佐
2005～ 2006年 RI第2800地区ガバナー
2008～ 2009年 RI研修リーダー
2009年 RI第2610地区大会　RI会長代理
2010年 RI財団地域コーディネーター補佐（第1ゾーン）
2010年 RI第2830地区大会　RI会長代理
2016～ 2017年 RI理事エレクト

■四種委員会
10:30～

■会長・幹事会
12:00～受付・登録

会長・幹事・地区役員
12:30   点鐘
13:20   大会決議案協議
14:20   点鐘

■RI会長代理歓迎晩餐会
17:30   開宴
19:30   閉宴

■ロータリー財団100周年記念「ロータリーの夢を次世代へ」（小ホール）
  9:30   開会
11:30   閉会

■本会議（大ホール）
11:30～受付・登録
12:30   点鐘

開会の辞
国家斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」
物故会員への黙祷

12:50   参加者紹介・参加クラブ紹介
13:15   歓迎の言葉
13:20   ガバナー挨拶・地区現況報告
13:35   RＩ会長メッセージ・現況報告
13:50   記念事業の披露・目録贈呈
14:00   来賓祝辞
14:20   四種委員会報告・地区大会決議報告
14:40   第1部　記念講演

米山学友 「ジギャン・クマル・タパ氏」
15:00   　　　　～休　憩（10分）～　友愛コーナー    
15:10   各種表彰
15:30   新世代紹介
15:45   祝電披露
15:50   第2部　記念講演

シャネル（株）社長 「リシャール  コラス氏」
16:50   　　　　～休　憩（10分）～　友愛コーナー    
17:00   ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・次期ホストクラブ紹介
17:10   ＲＩ会長代理ご夫妻に記念品・花束贈呈

直前ガバナーご夫妻に記念品・花束贈呈
17:15   大会を顧みて
17:25   ガバナー謝辞・閉会の辞
17:30   点鐘

■大懇親会（秦野市総合体育館）
17:45   開宴　～挨拶・乾杯・食事・歓談～
19:00   閉宴

地区指導者育成セミナー
プログラム

RI 会長代理歓迎晩餐会

ロータリー財団
100周年記念

ごあいさつ

RI 理事エレクト
第2800地区パストガバナー

RI第2780地区 ガバナー

佐野　英之
RI第2780地区 大会委員長

深石　純一

石黒　慶一 氏（鶴岡西RC）

徳永　洋明 氏（かながわ湘南RC）

徳永　桃子 さん 東京藝術大学声楽科卒業（メゾソプラノ）

「ロータリーは今後どのように変わるか」

昭和16年9月20日生
東京医科歯科大学　大学院修了　歯学博士
医療法人敬愛会　石黒歯科・矯正歯科医院　理事長

■ベネファクター／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／米山功労者
■2014年　秋の叙勲「旭日小綬章」受章

ロータリーの夢を次世代へ！ 

第1日  10月15日（土）

ロータリー歴

アトラクション

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。
2013年文化庁芸術祭大賞作品ラジオドラマ 「2233歳」
の音楽を担当。作品はオーケストラ曲から吹奏楽曲、
室内楽曲、合唱曲、ミュージカルなど多岐に亘る。

同大学院修士課程修了。RI第2780地区ロータリー財団国際親善奨学
生として英国国立音楽院に留学。同音楽院修士課程修了。在英中、ロ
シア歌曲コンクール、オペラコンクール１位など受賞し、ロンドン日本大
使館で国家独唱を務める。

ロータリー財団100周年を祝うために、インターアクターを中心とし
た新世代のメンバーと新会員を対象に、ロータリー財団がこの100
年間に成し遂げてきた、人道・教育的支援にスポットを当て、その
活動を再確認し、ロータリーの奉仕の心を次世代に引き継ぐ集いで
す。新世代の方 と々新会員及び関心の高いロータリアンのご参加を
お待ちします。

　ロータリーアンそしてご家族の皆様にはご健勝にてご活躍の
こととお慶び申し上げます。
　今年度のRI会長 ジョン F. ジャーム氏はRIテーマとして
「人類に奉仕するロータリー」を掲げられました。
　そのRIテーマの下、地区運営は「ロータリーの戦略計画を
遂行し、継続性を重視しよう」との方針を定め、スタートしま
した。
　地区大会は10月15日、大磯プリンスホテルにおいて、会長・
幹事会、地区指導者育成セミナー。翌16日は「名水の里」 
秦野市において、本会議を開催いたします。
　2日目の午前に、新世代のメンバーと新会員を対象とした、
ロータリー財団100周年記念「ロータリーの夢を次世代へ」
を設けました。
　記念講演 第1部は、米山学友　ジギャン・クマル・タパ氏（ネ
パール出身）、第2部は、シャネル株式会社　代表取締役社
長 リシャール コラス氏です。1953年フランス生まれ、1975
年パリ大学東洋語学部卒業、在日フランス大使館勤務を経て、
1985年シャネル株式会社入社、2008年「旭日重光章」受章、
日本語著書も多数あり、鎌倉市長谷に在住です。
　エクスカーションは、相模湾の眺めの素晴らしい「大磯旧吉
田茂邸」の日本庭園・バラ園を見学後、丹沢・大山に囲まれ
た秦野盆地、県立戸川公園「風の吊り橋」を散策、秦野名
産の「手打ち蕎麦」を、ご賞味頂きます。
　本会議・大懇親会場は、今春改修された「カルチャーパーク」
に位置し、丹沢・大山の山並みの美しさは、皆様に充分堪能
して頂けると思います。
　ホスト、コ・ホストクラブ一同、皆様をお迎えできるよう精一
杯準備をしております。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し
上げます。

大磯プリンスホテル

第2日  10月16日（日）秦野市文化会館 秦野市総合体育館

■地区指導者育成セミナー
14:00   受付・登録
14:30   開会
14:45   講演
16:30   質疑応答
16:45   国際大会のお知らせ
16:55   閉会

第1日  10月15日（土）  大磯プリンスホテル
14:00～16:55

17:30～19:30

9：30～ 11：30

第2日  10月16日（日）  秦野市文化会館（小ホール）


