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2012 年 1 月 5 日（木） 第２５１４回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 23
＊＊＊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

◇乾杯

◇諸事お祝

◇会長挨拶

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
伊藤倫子様（伊藤会員御夫人）
◎諸事お祝
☆誕生祝 澤邑重夫君・佐々木 博君・稲毛 隆君 （精麦
麺セット）
☆結婚記念祝 伊藤留治君♥倫子様（鰹だしセット 御夫
人：花束）
☆出席表彰 杉本行廣君（３９年） （図書カード）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０１４-２０１５年度ガバナ
ー・ノミニー確定宣言
・横須賀ロータリークラブ 渡辺 治夫（わたなべ はるお）
会員
＊2011-2012 年度地区資金本会計、事業費会計の下半期
負担金 送金の依頼
◇茅ヶ崎青年会議所より 201２年度新年式典の案内
・１/１４(土) 式典・・・１５：３０～ 交流会・・・１８：３５～ ・Ｊ
Ａさがみ 茅ヶ崎ビル５階大会議室 ・会費：5,000 円
◇ロータリーの友 １月号
◇ガバナー月信 №７
◇ＡＭＤＡ ジャーナルダイジェスト
◇タウンニュース
◇年賀状（茅ヶ崎青年会議所・全国ロータリークラブ野球大
会 他） 着
◎例会変更

☆秦野名水
合同新年会
◎会報着

１/１９(木) ⇒ １/２０(金) 秦野３クラブ

秦野中・茅ヶ崎湘南

◇委員会報告 親睦 他
◎諸事お祝

上）誕生祝の澤邑・佐々木・稲毛会員、出席表彰の杉本会員
下）結婚祝の伊藤留治会員と倫子さん御夫妻

雑誌［伊藤会員］
：ロータリーの友 12 月号注目記事の紹介

◎委員会報告
親睦［山本会員］
カウンセラー［加茂会員］
雑誌［伊藤会員］
：ロータリーの友１月号
注目記事の紹介

◎出席報告
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◎スマイル報告 横山 貢会員
伊藤留治君 結婚記念祝ありがとうございます。５４年
になります。
小林亨君＆出口敬純君 ①明けましておめでとうござ
います。本年も引き続きご協力をお願い致します。②諸
事お祝の方、併せておめでとうございます。特に伊藤ご
夫妻おめでとうございます。③東洋大学（会長の母校）
バンザイ！
杉本行廣君 新春を寿ぎ、諸事お祝の皆様にお祝申し上
げます。伊藤倫子様、おめでとうございます。私ごと、
1972 年の入会ですが、切腹をしていた１年を減らして
39 年となります。表彰ありがとうございます。
下里洋一君 今年も相変わらずよろしくお願いします。
11 月で 69 才になります。いいのか？悪いのか？
大森久巳男君 新年おめでとうございます。伊藤会員御
夫人倫子様、ようこそいらっしゃいました。諸事お祝の
皆様、おめでとうございます。
平井 茂君 皆様、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくご指導願います。諸事お祝の皆様おめで
とうございます。
池上 實君 新年明けましておめでとうございます。諸
事お祝の皆様、重ね重ねおめでとうございます。結婚祝
の伊藤会員御夫妻、おめでとうございます。
和田幸男君 本年もよろしくお願いします。伊藤倫子様
ようこそ。
稲毛 隆君 明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。還暦を迎え、充実した年にした
いと思います。
泉不二夫君 明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。
程島利通君 明けましてお目出渡うございます。諸事お
祝の皆様お目出渡うございます。
加藤 寛君 本年もよろしく。皆様にとって良い一年で
ありますように！
古性武志君 明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。
佐々木博君 新年明けましておめでとうございます。50
歳となりました。辰年は元気になる年。今年も明るく元
気にいきます。
加茂正司君 新年おめでとうございます。本年も宜しく
お願い致します。
熊澤圓造君 伊藤倫子様御目出とうございます。いつも
家内ともどもお世話に成ります。諸事お祝の皆様おめで
とうございます。
小澤耕一君 お蔭様で７度目の辰年を迎えることがで
きました。どうぞ宜しく。
山本幸一君 明けましておめでとうございます。昨年は
第一例会、骨折で欠席しましたが、お蔭様で今年はすっ
かり回復し、出席することができました。本年もよろし
くお願いします。

澤邑重夫君 誕生祝ありがとうございます。本年もよろ
しくお願いします。
岡本辰男君 おめでとうございます。今年もよろしくお
願いします。
斉藤信夫君 おめでとうございます。今年もよろしくお
願いします。
粂 仁夫君 新年明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
横山宏実君 皆様、明けましておめでとうございます。
今年もやさしくして下さい。
横山 貢君 新年明けまして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。
［本日 24 件、68,000 円です］
◎理事会報告［１月５日］
①台北西北クラブとの姉妹クラブ更新について
姉妹クラブとして 3 年間更新することで承認。
②ＩＭについて
2 月 4 日（土）のＩＭは、11 時になんどきで昼食後マイ
クロバスにて会場へ出発することで承認。
③その他
クリスマス家族会の収支報告を承認。
山本親睦委員長より、有志での「劉さんの母国（中国）
の旅」に会員家族が多数参加するということでクラブの
会員家族親睦旅行にしてはどうかとの提案があり、クラ
ブの親睦旅行とすることで承認。
１月 ロータリー理解推進月間
（Rotary Awareness Month）
会員にロータリーについて知識と理解を一層深めてもら
い､同時にロータリアン以外の、一般市民にもロータリー
のことをよく知ってもらうためのプログラムを実施する
月間です。
「追悼記念週間（１月 27 日を含む１週間）
」
（Remembrance Week）
1947 年 1 月 27 日は、ロータリーの創始者・ポール・ハ
リスの命日です。1989 年 10～11 月の理事会において、
毎年この 1 月 27 日を含む 1 週間を、物故ロータリアン
の冥福を祈り、生前の貢献を記念する週間として「追悼
記念週間」と指定しました。

