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2012 年 1 月 26 日（木） 第２５１７回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 26
＊＊＊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＝
◇黙祷
◇会長挨拶

◇歌唱「手に手つないで」
◇幹事報告

◇委員会報告 池上会員

◇卓話：
「追悼週間記念卓話」 ロータリーに関する２０の質問 杉本行廣君
◎ゲスト・ビジター紹介
小口英世様 （茅ヶ崎湘南ＲＣ）
◎幹事報告
◇ＲＩより ＊２月度ロータリーレート １ドル＝７８円 ＊
半期報告書
＊未来の夢計画 新補助金の利用に向けて、準備に役立
つリソースの紹介
◇ガバナー事務所より
＊今年度 各賞への応募呼びかけ
１.チェンジメーカー賞 ２．２０１１-１２年度ＲＩ会長賞
３．意義ある業績賞 ４．会員増強推進計画の表彰
５．その他の表彰（ＲＩ会員増強・拡大賞／小規模クラブ
会員増加の表彰）
６．財団奉仕賞／財団功労賞／財団学友賞
＊未来の夢計画資料 「２０１３年に導入される補助金に向
けてクラブが準備をするために」
＊米山奨学金終了学生終了式／歓送会開催の案内
・２/１８(土) 終了式・・・１５：００～１６：００ 歓送会・・・１
６：３０～１８：３０ ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６Ｆ
＊『地区便覧』作成のためのアンケートの依頼
◇藤沢ＲＣより ２月の夜間例会『落語を楽しむ会』の案内
（出演：落語家 柳家さん若）
・２/２２(水) １８：００ ・ザ ホテル オブ ラファエロ ・会
費：7,000 円（食事付）
◇茅ヶ 崎青年会議所より 『 新年式典』 出席への礼状
◇玉蘭荘だより １３３号 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤 沢 ２/２９(水) 休 会
☆藤沢東 ２/２８(火) １８：００点鐘 藤沢南口「まつだ家」
ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：6,000 円

◎委員会報告
池上 實会員：和楽器の新春おさ
らい会のお知らせ。２月２６日（日）
午前１１時より茅ヶ崎館和室大広間
にて。チャリティコンサート「箏は
うたうⅡ」４月６日（金）午後６時
半より茅ヶ崎市民文化会館小ホール
にて。入場料４千円。
◎持ち回り理事会報告
①加藤会員の新店舗へのお祝を贈ることを承認
②２月度理事会を２月９日に開催することを承認
◎スマイル報告 佐々木博会員
小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） お世話になります。
加藤 寛君 皆様にお祝をいただきました。誠にありが
とうございます。
熊澤圓造君 昨日のゴルフコンペ、大変お世話になりま
した。
小林亨君＆出口敬純君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口様ようこ
そ！杉本先生、卓話よろしくお願いします。熊澤さん、
優勝おめでとうございます。
田中賢三君 湘南の小口先生ようこそ。杉本さん、卓話
楽しみです。
平井 茂君 湘南の小口様ようこそ。杉本さん、卓話楽
しみにしております。
程島利通君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口英世様ようこそ。杉本
さん、本日はご苦労様です。
池上 實君 ＳＡＡのお許しを得て、社中のプログラム
とソロプチミストのチャリティコンサートのご案内をさ
せて頂きます。

◎出席報告
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伊藤留治君 茅ヶ崎湘南ＲＣ小口先生ようこそ！杉本
さん、卓話楽しみです。
加茂正司君 湘南の小口様ようこそいらっしゃいまし
た。ロータリーバッジを忘れてきました。ゴメンナサイ。
杉本さん、卓話を楽しみにしています。
河本啓伸君 先週の山口さんに引き続き、重鎮の杉本先
生、追悼週間記念の卓話をよろしくお願いします。
粂 仁夫君 杉本行廣さん、卓話楽しみです。湘南ＲＣ
小口英世さんようこそ。
大森久巳男君 湘南ロータリークラブ小口英世様、よう
こそいらっしゃいました。杉本様、卓話楽しみです。ゴ
ルフ同好会の皆様、昨日は大変お世話になりました。あ
りがとうございました。熊澤様、優勝おめでとうござい
ました。
小澤耕一君 横山さん、出口さん、昨日のゴルフ、有難
うございます。熊澤さん、優勝おめでとうございます。
下里洋一君 小口先生ようこそ。どうしても所用の為、
早退致します。熊澤さん、ゴルフ優勝おめでとうござい
ます。
和田幸男君 茅ヶ崎湘南ＲＣの小口さんようこそ。杉本
先生、「追悼週間記念卓話」お疲れ様です。

修正出席率
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杉本行廣君 私と会長・幹事のコンビだった山口利通君
が先週卓話当番で、今日は私です。何かの因縁を感じま
すので。小口先生ようこそ。
山口利通君 杉本さん、卓話ご苦労様です。往年の会
長・幹事時代が懐かしいです。小口先生ようこそ。メー
キャップとは本当に素晴らしい！
山本幸一君 湘南ＲＣ小口さんようこそ。先日、部下が
轢き逃げ事故で亡くなりました。改めて、車は走る凶器
と思いました。被害者にも加害者にもならないよう、注
意しましょう。
横山宏実君 杉本先生、卓話お願いします。熊澤さん、
昨日のゴルフ同好会コンペ優勝おめでとうございます。
古性武志君 お客様ようこそ。杉本先生、卓話よろしく
お願いいたします。
稲毛 隆君 風の流行する季節です。手洗い・うがいで
予防しましょう。小口さんようこそいらっしゃいまし
た。杉本さん、卓話ありがとうございます。
佐々木博君 杉本さん、卓話よろしくお願いいたしま
す。
［本日 24 件、40,000 円です］

＝卓話者プロフィール＝
すぎもとゆきひろ
1936 年 2 月 20 日生まれ
司法書士 杉本合同事務所所長
1972 年入会 1987-1988 年度会長
現年度：奉仕プロジェクト委員長

卓話：
「ロータリーに関する２０
の質問」 杉本行廣君

「ロータリーに関する２０の質問」に必死に取り組む会員たち

※紙面の都合上、編集子が不正解となった問題を掲載させて頂きます。得点がバレますけど．．．。ちなみに、成田ガバナー
補佐は 15 点とのこと。負けました．．
．．
（涙）。また楽しく勉強しましょう。
4. ロータリー財団を創設した元 RI 会長は誰か？
a. アーチ C.クランフ b. カール P.ミラー c. ポール P.ハリス
d. グレン C.ミード
8. 最初のロータリークラブの会合に出席した 4 人に含まれない人は誰でしょう？
a. ハイラム E.ショーレー b. ハリー・ラグルス c. シルベスター・シール d. ガスターバス・ローア
10. 米国大統領の多くがロータリークラブの名誉会員として名前を連ねてきました。その中にただ一人正会員がいます。
それは誰でしょう？
a. カルパン・クーリッジ b. ウオーレン G.ハーディング c. フランクリン D.ルーズベルト d. ジョウジ W.ブッシュ
12.ポリオ常在国は 125 カ国から 4 カ国に減少しました。保健インフラの未整備と宗教問題で未だポリオ感染者を無くせ
ない国は 4 カ国です。誤りは？
a. アフガニスタン
b. インド c. ナイジェリア d. パキスタン e. ガーナ
13. アメリカ以外で最も古いロータリークラブはどこにありますか？
a. ｷｭｰﾊﾞ・ハバナ b. ｶﾅﾀﾞ・マニトバ州ウィニペグ c. ｶﾅﾀﾞ・オンタリオ州トロント d. ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ・エジンバラ
15. RI の公式ホームページは？
a. www. rotary, com b. www. rotaryintl. com c. www. rotary. org d. www. celebraterotary. org
18. 世界で一番大規模なクラブはどこ？
a. シカゴ
b. シアトル
c. テキサス・サンアントニオ
d. テキサス・フォートワース

【正解】4. a 8. b 10. b

12. e 13. b 15. c 18.c

