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2011 年 9 月 8 日（木） 第２５００回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 9
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事お祝

◇会長挨拶

◇四つのテスト唱和
◇幹事報告

◇乾杯 伊藤留治会員

◇委員会報告 会員拡大・維持委員会 他

◇卓話：
「2500 回例会に因んで」 池上 實会員
◎ゲスト・ビジター
劉 艶明さん（米山奨学生）
◎幹事報告
◇ＲＩより 「ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＤＩＲＥＣＴＯＲＹ 2011-2012」
◇ガバナー事務所より
＊選挙人会(１０/１５(土)開催)に関する書類
１. 選挙人会開催の件
２．2013 年規定審議会に提出する立法案 地区大会にて
賛否投票お願いの件
3. 地区大会・選挙人会 委任状による代理者
4. 地区大会にて賛否投票に付する２０１３年ＲＩ規定審
議会に提出する立法案 ５案
5. ２０１３年規定審議会提出立法案 賛否投票用紙
6. ２０１３年規定審議会立法案に関する必要権限をガバ
ナーに付与する決議 賛否投票用紙
＊２０１１年・地区協議会 報告書（ＤＶＤ）
＊広報・ＩＴ・雑誌に関する卓話について ・申込期限：９/２１(水)
＊クラブインターネット管理説明会開催について
・９/２９(木) １４：３０～／１５：４５～／１７：００～ ・ガバナー事
務所会議室 ・申込期限：９/１２(金)
◇ロータリーの友事務所より 『ロータリーの友』英語版発行の通
知 ◇茅ヶ崎市役所生涯学習課より 「川上音二郎・川上貞奴を
顕彰する会」第４回会議の結果報告について ◇ロータリーの
友 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆寒川

１０/３(月) ⇒ １０/６(木)～８(土) （寒河江ＲＣとの合同
「芋煮会」例会）
１０/１７(月) ⇒ １０/１６(日)地区大会に振替 １２：３０
点鐘 よこすか芸術劇場

☆茅ヶ崎中央 ９/９(金) 休会 （例会場休館のため）
☆藤沢南 ９/１９(月) 休会 （祝日のため）
☆平塚西 ９/１４(水) 夜間例会（田中さん・水島さんを偲ぶ会）
◎会報着 秦野中・大磯・寒川・茅ヶ崎湘南

◎諸事お祝

卓話：２５００回例会に因んで
池上 實会員
第１回：1960.8.18 茅ヶ崎商工会議所
第 100 回：1962.8.2 同上
第 500 回：1970.7.2 茅ヶ崎フィッシュセンター
第 1000 回：1980.6.12 同上
第 1500 回：1990.6.28 同上
第 2000 回：2000.12.14 ホテルサンライフガーデン
第 2500 回：2011.9.8 コルティーレ茅ヶ崎
私は 532 回例会からの入会でした。当時
は法定休日以外毎週例会があったため、年
に 52 回例会がありました。それが今は年間
４回はクラブの都合で休んでよいというこ
とになりました。地区大会などはロータリ
ーの楽しさを知るチャンスですので、是非
積極的に出席して下さい。時々は居残りし
てでも新しい方たちにロータリーを知って
もらいたいと思っています。
上から順に 2500 回例会の乾杯発声
の伊藤会員、2500 回例会に因んだ
ショートスピーチの池上会員、結婚
祝（7 月分）の成田会員、誕生祝の
山口利通・山本・熊澤・池上・河本・
成田の各会員

◎出席報告
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◎スマイル報告 山口利通会員
熊澤圓造君 誕生祝ありがとうございます。米寿を迎えるとは
思いませんでした。皆様のお蔭です。感謝して生きてゆきたい
と思います。
池上 實君 誕生祝有難うございます。７５才、後期高齢者の
仲間入りを致しました。今後ともよろしく。
池上 實君 ソウルの３日間は晴天つづきでした。韓国民俗村
の伝統舞踊「農楽」を鑑賞している時、秋の初風を心地よく感
じました。
小林亨君＆出口敬純君 劉艶明さんようこそ！諸事お祝の方
おめでとうございます。本日第 2500 回例会につき、池上さん、
卓話をよろしくお願い致します。
成田栄二君 2500 回例会おめでとうございます。諸事お祝の
方々おめでとうございます。旅行のお土産有り難うございま
す。お蔭様で補佐訪問全クラブ、公式訪問５クラブ終了しまし
た。感謝・感謝です。
山本幸一君 誕生祝ありがとうございました。韓国家族旅行に
参加の皆様、旅行中はお世話になりました。ありがとうござい
ました。３日間天候に恵まれ、良かったと思います。
程島利通君 2500 回例会を祝して。高麗人参酒有難うござい
ます。劉艶明さん、ようこそ。
田中賢三君 劉さんお帰りなさい。訪韓の皆様お帰りなさい。
薬草酒のお土産有難うございます。元気でやって行けます。
加藤 寛君 2500 回例会おめでとう。劉さんおかえりなさい。
圓造さん、米寿おめでとうございます。
伊藤留治君 2500 回例会おめでとうございます。
稲毛 隆君 2500 回の記念すべき例会に出席することができ
て幸いです。諸事お祝の皆さまおめでとうございます。
岡本辰男君 韓国旅行、無事ご帰国おめでとうございます。今
後何も出ないことを祈ります。
河本啓伸君 先日の韓国旅行、ご同行の皆さん、お疲れ様でし
た。加茂さん、写真ありがとうございます。劉さん、いらっし
ゃい。誕生祝ありがとうございます。
和田幸男君 加茂さん、韓国の写真ありがとうございました。
劉さん、ようこそ。
斉藤信夫君 韓国旅行参加の皆様お世話になりました。
下里洋一君 韓国旅行のおみやげありがとうございます。劉さ
ん、英国留学お疲れ様でした。祝 2500 回例会。
加茂正司君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。2500 回
例会を祝して！
岩澤 正君 連続の熱心な卓話、有難うさんです。池上先生へ。
横山宏実君 早退致します。
山口利通君 韓国旅行おみやげありがとうございます。小劉、
辛苦了！英国的生活什么祥？誕生祝ありがとうございます。
［本日 20 件 62,000 円でした］

例会終了後に開催された劉艶明先生（？）による実践中国
語講座。これからも月に２回程度開催予定です

修正出席率
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理事会報告［９月８日］
①玉蘭荘への援助金について
奉仕プロジェクトより援助金として 3 万円持参することを承
認される。
②細則変更について
第 3 条役員の任務に、第 7 節直前会長 理事会のメンバーと
しての任務、
および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行
うことをもって、
直前会長の任務とする。を追加する。
第 7 条、第 8 条の「四大奉仕部門」を奉仕部門とし、第 7 条
に新世代奉仕を
追加する。臨時総会を開催して議題とする。承認。
③50 周年記念韓国旅行の会計報告を承認。
④麻薬撲滅キャンペーンの会計報告を承認。
⑤クラブで寄贈した看板等の設置場所、劣化状態等を確認す
る。承認。
◎委員会報告
会員拡大・維持委員会［加茂会員］
：本日午後５時より会員全
員による委員会開催の確認
指名委員会［河本直前会長］
：次週例会前１１：３０より今年
度指名委員会を開催。場所は例会場と同じ。
雑誌委員会［伊藤会員］
：ロータリーの友９月号記事紹介

創立 50 周年記念親睦家族旅行＜韓国＞

＜帰国報告＞
本来であれば５月に行
くはずだった韓国への
旅行。東日本大震災の影
響で９月１日～３日に
延期されましたが、会員
及び家族・友人計 16 名
が参加し、当地での天気
にも恵まれ、無事帰国す
ることができました。韓
国料理や名所を堪能し、
親睦も深めた楽しい旅
行となりました。また皆
で行きたいですね。
※写真は上から韓国民
俗村での集合写真、伝統
舞踊の「農楽」、大漢門
での交代式

