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2011 年 11 月 17 日（木） 第２５０８回例会 天候：晴れ 司会：横山宏実直前幹事 No. 17
＊＊＊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「我等の生業」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 指名委員会 他

◇セミナー報告：米山奨学セミナー、クラブインターネット管理、未来の夢計画地区方針
＝茅ヶ崎ＲＣ2012～2013 年度理事役員候補者一覧＝
※選挙対象者：７名（敬称略）
次々年度会長：出口敬純
副会長：斉藤信夫
幹事：澤邑重夫
会計：大森久巳男
理事：池上 實
理事：山口利通
理事：加茂正司
※選挙非対象者（決定済み）：２名（敬称略）
会長：和田幸男
直前会長：小林 亨
決定報告＞次々年度幹事候補及び次年度副幹事：横山 貢
12 月 1 日に開催される年次総会にて最終決定されます
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◎ゲスト・ビジター紹介
小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊ロータリー財団東日本震災復興基金への寄付 締切延
長の通知
・２０１１年１２月末日 ⇒ ２０１２年 ６/３０まで延長 （但し
ＰＨＦの認証の対象は１２月末日まで）
◇米山記念奨学会より 「ハイライトよねやま１４０号」
◇茅ヶ崎市より 平成２４年茅ヶ崎市消防出初式 臨席の
案内
・２０１２年 １/８(日) ９：３０ ・茅ヶ崎市役所西側臨時駐
車場
◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤沢南 １2/12(月) 18:30 点鐘 鎌倉プリンスホテル
（クリスマス家族例会）
12/26, 1/2, 1/9 いずれも休会
☆綾瀬春日 12/21（水）18:30 点鐘 オークラフロンティア
ホテル海老名（クリスマス家族例会）
◎委員会報告
親睦［山本会員］
：12 月 22 日に
行われるクリスマス家族会の出
席者確認の名簿を回覧します。
指名委員会［河本会員］
：次々年
度会長候補として出口敬純会員
が推薦されましたので、ご報告
致します。

１１月１７日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告
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◎スマイル報告 下里洋一会員
小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 久しぶりにお邪魔いたし
ます。なつかしい顔にお会い出来て嬉しく思っています。
田中賢三君① 小口先生ようこそ。ＴＰＰは日本の外交能
力が心配です。本日クラブ協議会欠席致します。来年３月
のＧＳＥよろしくお願いします。
田中賢三君② 先週の優良産業人表彰、クラブからの多額
の支援有難うございました。小林会長、遅参しながらもス
ピーチ有難うございました。
小林亨君＆横山宏実君 お客様ようこそ！小口先生、今年
度初めてのご出席ありがとうございます。
伊藤留治君 茅ヶ崎湘南ＲＣの小口様、ようこそ！
加茂正司君 湘南ＲＣの小口先生、ようこそいらっしゃい
ました。
小澤耕一君 岩澤さん「句集・沖ゆく」有難うございます。
立派な装丁にふさわしい秀句揃いで、大切に読ませて頂き
ます。
和田幸男君 茅ヶ崎湘南ＲＣの小口さん、ようこそ。セミ
ナー報告を少しだけやります。
古性武志君 お客様ようこそいらっしゃいました。先週は
辻堂北口の新店舗『シークロス出張所』の開店でお休みさ
せていただきました。おかげ様で順調なスタートをきれま
した。
大森久巳男君 湘南ＲＣの小口英世様、ようこそいらっし
ゃいました。
杉本行廣君 湘南ＲＣの小口先生、ようこそ。本日所用に
より早退させて頂きます。
平井 茂君 湘南ＲＣの小口先生、ようこそ。ゆっくりし
てらっしゃいませ。
河本啓伸君 本日の昼食、コルティーレの方にお気遣い頂
き、チーズ抜きのサンドイッチにしてもらいました。あり
がとうございます。
粂 仁夫君 湘南ＲＣの小口英世様、いらっしゃいませ。
横山宏実君 各種セミナー報告、皆様時間配分も考えて宜
しくお願いします。
山本幸一君 茅ヶ崎湘南ＲＣの小口さん、ようこそ。ごゆ
っくり例会をお楽しみ下さい。横山さん、司会進行お疲れ
様です。
程島利通君 辻堂駅北口に新たなモールがオープン。家の
前の道にも車が．．
．抜け道？
下里洋一君 今日は早退します。小口先生、ようこそ。
［本日は 18 件、31,000 円でした］
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【セミナー報告概要】
［米山奨学セミナー］
9 月 12 日開催。出席者：粂・和田・加茂の各会員。地区の
方針としては「出身国・貧富は問わない」ということです
が、それならば指定校制度で推薦された人をそのまま承認
するのはいかがなものか。現在、米山奨学生の 47％が中国
人とのことです。留学生 800 名を預かるとそこに懸かる費
用は 14 億数千万円とのことですが、実際には１億円ほど足
りず、不足分は特別寄付を切り崩して賄っている状況との
ことです。一人当りの寄付額は２７８０地区平均 20,733 円
で全国３４地区中４位。当クラブの累計寄付額は 4,571 千
万円で地区内では鎌倉・横須賀に次いで３位です。
［クラブインターネット管理者説明会］
9 月 29 日開催。出席者：河本・池上の各会員。ロータリア
ン検索ネットワークの使い方についての説明。かつて存在
した全国ロータリアン名簿の代用というイメージで、会員
の相互扶助や会員情報の一元化を目指すという趣旨かと思
われるが、２７８０地区内のみの検索なので、広がりは薄
いという印象。日頃パソコンなどとの関わりが少ない人に
はなかなか難しいのでは．．
．？
［未来の夢計画 地区方針説明会］
11 月 9 日開催。出席者：杉本・和田・池上の各会員、成田
ガバナー補佐。2013 年度からＲ財団が大きく変わる予定で
その内容についての話でした。その目的は未来の夢計画の
目的は、以下のように定められました。大きなクラブ・プ
ロジェクトの成果を受益者にもたらすために
①補助金活動全般の焦点を絞る②これまで以上に決定権を
地元に委ねる③財団資金とロータリーの資源を最大限に生
かすため組織レベルで他団体と協力する④補助金手続きを
迅速に処理するために、Ｒ財団を簡素化する⑤地元と海外
におけるロータリーの認知度と公共イメージを高める
とするとのことです。また、そのための重点ポイントを
次の６つに定めました。
１.平和と紛争予防・紛争解決 ２.疾病予防と治療 ３.水
と衛生設備 ４.母子の健康 ５.基本的教育と識字率向上
６.経済と地域社会の発展
詳しくは次回例会に地区の財団副委員長の山田雅孝さん
が来られて卓話をされるので、それを聴いて下さい。
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です
セミナー報告発表者：左から和田・粂・加茂・河本・池上・杉本
の各会員

