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2011 年 10 月 6 日（木） 第２５０３回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純幹事 No. 12
＊＊＊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」

◇四つのテスト唱和

◇会長挨拶

◇委員会報告 カウンセラー 他

◇幹事報告

◇諸事お祝

◇財団セミナー報告：杉本行廣会員
◎ゲスト・ビジター紹介
杉本弘子様（杉本会員令夫人） 劉 艶 明さん（米山奨学
生）
◎諸事お祝
☆誕生祝 加茂正司君 ９月分：横山 貢君 ・古性武志
君 （精麦麺） 歌唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 杉本行廣君♥弘子様 （鰹節セット・ご
夫人：花束）
☆出席表彰 程島利通君(21 年) （図書カード）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊職業奉仕委員会（各クラブ）の活動計画目標について ・
各クラブ職業奉仕委員会目標（活動計画書より）
＊インターアクト年次大会登録の依頼
・１１/１２(土) １１:００～ ・神奈川工科大学 Ｋ１号館 １２
階メディアホール（１２０１号室） ・登録料：３，０００円
◇ガバナー補佐より 第７回第４グループ会長・幹事会の通
知
・１０/１１(火) １８:００～ ・レストラン「アップル」 ・会費：
５，０００円
◇台北西北区扶輪社より クラブ会員名簿（２０１１年８月）
◇「ロータリーの友」１０月号 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆茅ヶ崎湘南
１０／１９(水) ⇒ １０／２０(木) １７:００点鐘 茅ヶ崎市民文
化会館３Ｆ「会議室２」
１１／１６(水) ⇒１１／１４(月) １９:００点鐘 ザ・ホテルオブ
ラファエロ湘南（ふじさわ湘南・平塚湘南と合同例会）
１１／２３(水) 休会（祝日・勤労感謝の日）

☆平塚南
１０／１４(金) ⇒ １０／１６(日) 地区大会に振替
１０／２８(金) 職業奉仕研修会
☆秦野名水
１０／２０(木) ⇒ １０／１６(日) 地区大会に振替
◎会報着 台北西北区 ・藤沢北西 ・寒川 ・茅ヶ崎湘南
◎諸事お祝

上）結婚祝の杉本行廣・弘子御夫妻。夫婦歴 51 年目！
左）誕生祝の古性・横山・加茂会員 右）出席表彰の程島会員

◎出席報告
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◎スマイル報告 横山 貢会員
杉本行廣君 結婚記念祝に家内をお招き頂き、ありがと
うございます。クラブと同じ年の 51 年目です。
田中賢三君 杉本さん御夫妻結婚記念おめでとうござ
います。そろって健康が何よりです。劉さんこんにちは。
さわやかな笑顔有難うございます。長谷川さん、経済倶
楽部講演録を有難うございます。
小林亨君＆出口敬純君 杉本会員の奥様の弘子夫人、劉
さんようこそ！諸事お祝の方、おめでとうございます。
相模原ロータリークラブの 50 周年祝いに会長・幹事で
行ってまいりました。
程島利通君 出席表彰頂き有難うございます。
加茂正司君 今日は 68 歳、明日は 69 歳になります。誕
生祝を有難うございます。
加藤 寛君 諸事お祝の皆様、おめでとう。山本さん、
ＴＯＴＯさんの特製キーホルダーありがとう。
伊藤留治君 杉本さんおめでとうございます。劉さんよ
うこそ。
池上 實君 御結婚祝の杉本ご夫妻おめでとう。奥様お
元気そうなお姿うれしいです。
成田栄二君 杉本夫人、劉さんようこそ！会長・幹事、
相模原の 50 周年式典参加、ご苦労様でした。所用のた
め早退します。
山本幸一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
杉本弘子様、劉艶明様ようこそ。例会お楽しみください。
粂 仁夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
杉本弘子様、劉艶明さん、いらっしゃいませ。杉本行廣
さん、セミナー報告ご苦労様です。
河本啓伸君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
斉藤さん、文化会館のご出店おめでとうございます。
熊澤圓造君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
稲毛 隆君 今日、来る途中に金木犀のよい香りがしま
した。食欲の秋、スポーツの秋を楽しみましょう。
下里洋一君 大分久し振りの気がします。諸事お祝の皆
様、おめでとうございます。
古性武志君 誕生祝をありがとうございます。人生 50
年の大台を迎えました。新たな気持ちで頑張ります。
古知屋光洋君 杉本さんの卓話、楽しみでしたが、法人
理事会のため早退します。申し訳ありません。
佐々木博君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
横山 貢君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
山本さん、フリーマーケットではお世話になりました。
［本日 20 件、42,000 円でした］
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理事会報告［１０月６日］
①会計報告ついて
7～9 月分の予算実績対比表について説明、承認される。
②富岡俊輔会員の退会ついて
９月末をもっての退会を承認。
③2013 年規定審議会提出立法案の賛否について
５提出案全て賛成で決定する。
④ポリオプラス寄付について
一人当たり 2000 円の寄付を承認する。
⑤国際奉仕事業参加について、不参加を決定する。
⑥相模原ＲＣ50 周年記念式典へのお祝い金３万円承認
される。
⑦斉藤信夫会員へ文化会館「CHISOU」出店祝いとし
て、花を送ることを決定。
◎委員会報告
カウンセラー［加茂会員］
：米山奨学生・劉さんによる
中国語講座は本日例会後と１０月２０日午後５時半よ
り文化会館 CHISOU にて開催します
雑誌委員会［伊藤会員］
：ロータリーの友１０月号注目
記事紹介

左）米山奨学生・劉艶明さん

報告者：杉本行廣会員

右）雑誌紹介の伊藤留治会員

【財団セミナー報告・概要】
７月末にセミナーに出席して
きました。財団の使い方が再来
年度より大きく変わり、財団奨
学生も飢餓・疾病に関する学生
だけを対象とすることとなり、
ＷＣＳも制約が大きくなりそ
うです。

＝臨時総会［クラブ細則の変更］＝
第 3 条 役員の任務 に、以下を追加
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。
第 7 条、第 8 条の「四大奉仕部門」を「奉仕部門」に変
更、第 7 条に新世代奉仕を追加する。
＜変更後の第７条＞
奉仕部門は、本クラブの活動のための理念と実践の枠
組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、新世代奉仕である。本クラブは、奉仕部門の
各部門に積極的に取り組むこととする。
←臨時総会に於いて、上記のクラブ細則変更が承認された

