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2011 年 12 月 1 日（木） 第２５１０回例会 天候：小雨 司会：澤邑重夫副幹事 No. 19
＊＊＊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

◇諸事お祝

◇表彰：マルチプルポールハリスフェロー［長谷川静雄君］ ◇会長挨拶
◇委員会報告 親睦 他
◎ゲスト・ビジター紹介
劉艶明さん（米山奨学生）
◎表彰
☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
＊２回目（ＭＰＨＦピン授与）・・・長谷川静雄君
◎諸事お祝
☆誕生祝
程島利通君・岡本辰男君 （精麦麺セット）歌
唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 下里洋一君 １１月分：古性武志君 （鰹
だしセット）
○平井会員夫人ご命日 １２月１日 (花籠)
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊米山学友会主催「国際交流会」の開催案内
・2012 １/１４(土) １４：００開会 ・厚木パートナーセンタ
ー４F ・会費：3,000 円 ・締切：１２/１９
＊バンコク国際大会への案内
◇ロータリーの友 １２月号 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆寒 川
１２/１９(月) ⇒ １２/１７(土) １７:００点鐘
寒川神社 参集殿「富士」 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円
（クリスマス家族例会）
１２/２６(月)：定款 ・ 2012 １/２(月)：祝日 ・
１/１６(月)：定款・・・いずれも《休会》
１/９(月) ⇒ １/１０(火) １７:００点鐘 寒川神
社 参集殿「桃山」 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：6,000 円
（賀詞交歓会及び金婚式お祝会）
☆藤沢北
１２/ ２(金) １２：３０点鐘 産業センター
１２/１６(金) １８：３０点鐘 ラーラビアンケ
ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：9,000 円 （クリスマス会）

◇幹事報告

◇年次総会
１２/２３(月)：祝日 ・ １２/３０(金)：定款・・・いず
れも《休会》
☆綾 瀬
１２/２０(火) １８：３０点鐘 オークラフロンティア
ホテル海老名（クリスマス家族会）
１２/２７(火)：定款 ・ 2012 １/３(火)：定款・・・
いずれも《休会》
◎会報着 寒川・茅ヶ崎湘南
◎委員会報告
米山カウンセラー［加茂会員］
：劉さんの就
職先が決定しました。本日、例会終了後、
劉先生の中国語講座を開催します。
ゴルフ同好会［出口会員］
：11 月 30 日のコ
ンペ報告と今後の活動について。
親睦［山本会員］
：本日例会終了後、委員会
を開催します。
劉艶明さん：3 月 21 日～24 日、北京・天
津への３泊４日の旅行を計画しています。
私が責任を持って案内しますので、是非皆
さんご参加下さい。
雑誌［伊藤会員］
：ロータリーの友 12 月号注目記事の紹介

ゴルフコンペ写真［撮影・山口利通会員］

◎出席報告
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◎スマイル報告 山口利通会員
下里洋一君 結婚祝ありがとうございます。
小林亨君＆出口敬純君 劉さんようこそ！諸事お祝の
方、おめでとうございます。本日の年次総会、皆様のご
協力、よろしくお願い致します。
平井 茂君 本日は亡妻にお花をご恵贈いただき有難
うございます。ちょうど、祥月命日なので、墓参りして、
頂いたお花を供えてきます。
程島利通君 誕生祝有難うございます。
加茂正司君 ①諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。②昨日のコンペではハンディに恵まれ、そしてメン
バーに恵まれて優勝しました。皆さんありがとうござい
ます。③劉さんの就職が決まり、おめでた、おめでたで
す。
伊藤留治君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
田中賢三君 劉さんこんにちは。寒いからカゼなどひか
ないようにして下さい。産業道路のイチョウの北側の面
はたいへんきれいに色づきました。南側は台風の色で
す。
山本幸一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
ゴルフ同好会に参加の皆様、お疲れ様でした。今日の天
気じゃなくてよかったと思います。加茂さん、優勝おめ
でとうございました。
岡本辰男君 誕生を祝っていただき、ありがとうござい
ます。残り少ない人生、精一杯生きていきます。
和田幸男君 リュウさんようこそ。諸事お祝の皆さん、
おめでとうございます。
池上 實君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
劉さん、就職が決定されたそうで、おめでとうございま
す。
古性武志君 結婚記念のお祝をどうもありがとうござ
います。24 年目を迎えました。これからも『仲良くけ
んか』してゆきたいと思います。
杉本行廣君 表彰、諸事お祝の皆様、おめでとう。健康
に気をつけて今年最後の月をのりきりましょう。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。劉艶明さんようこそいらっしゃいました。
熊澤圓造君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
昨日はゴルフ同好会の皆様、お世話になりました。
稲毛 隆君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
横山宏実君 昨日のゴルフ同好会、皆様おつかれさまで
した。加茂さん、優勝おめでとうございます。早退しま
す。
粂 仁夫君 表彰、長谷川様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。エンメイさんい
らっしゃい。
山口利通君 昨日の久々のゴルフコンペでは、幹事の出
口さん、ご苦労様です。加茂さん、優勝おめでとうござ
います。
［本日 19 件、44,000 円でした］
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◎理事会報告［１２月１日］
①年次総会について
例会内に年次総会を開催する。総会の進行を確認する。
②タイ洪水被害への義捐金協力ついて
国際奉仕より会員数 33×1000 円＝33000 円を義捐金と
して拠出することを承認。
③その他
商工会議所青年部より「不要な金属・金券で被災地にお
餅を送ろう」の後援依頼について、当クラブとして後援
することを承認。
◎諸事お祝

上）結婚祝の古性会員・下里会員／夫人ご命日の平井会員
下）ＰＨフェロー表彰の長谷川会員／誕生祝の程島会員・岡本会員

◎年次総会

次年度理事・役員が決定されました
写真は左から出口敬純
次々年度会長、小林亨
現会長、和田幸男会長
エレクト

＝茅ヶ崎ＲＣ2012～2013 年度理事・役員（敬称略）＝
会長：和田幸男
直前会長：小林 亨
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
会場監督：山口利通
理事：加茂正司
副幹事：横山 貢（オブザーバー）

