茅ヶ崎ロータリークラブ週報

RI 2780 地区

２０１１〜２０１２年度

1960 年 8 月 10日創立

第 52 代会長 小林

亨

第 52 代幹事 出口敬純

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3 階

TEL：0467-83-6060

FAX：0467-83-9915

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp 〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎

TEL : 0467-87-0002

2012 年 2 月 9 日（木） 第２５１９回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 28
＊＊＊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：米山功労者第４回マルチプル［加藤寛君］
（感謝状） ◇会長挨拶・理事会報告
◇幹事報告

◇ＩＭ御礼［成田栄二第４Ｇガバナー補佐］

◇委員会報告 親睦 他

◎ゲスト・ビジター紹介

◇横浜ダルク・ケア・センターより「Serenity」

明石直行様(藤沢ＲＣ)・長谷川栄子様(長谷川会員夫人)

◇ロータリーの友 2 月号

◎表彰

◇タウンニュース(横山貢会員 TOTO 茅ヶ崎工場・イトーヨーカ

米山功労者第４回マルチプル

加藤

寛君（感謝状の授与）

◎諸事お祝
☆誕生祝

ドー・ラスカの記事掲戟)
◎例会変更

杉本行鹿君・田中賢三君・出口敬純君(お祝いの歌:

☆寒川

2/13(月 ) 18:30 点 鐘 さ む か わ 商 工 倶 楽 部 ビ ジ タ ー

おめでとうロータリアン)（大麦麺セット）

費:6,000 円(新会員歓迎会)

☆結婚記念祝

☆藤沢北

長谷川静雄君❤栄子様・田中賢三君・和田幸

男君・佐々木博君・山口里巳君

１月分：山口利通君(鰹だし

セット・ご夫人花束)
☆出席表彰

◇ガバナー月信 No. 8

池上

◎会報着

2/10(金)休会（クラブ定款により）
藤沢北西・茅ヶ崎湘南

◎委員会報告

實君(41 年)・田中賢三君(23 年) (図書券)

親睦［山本会員］
：3/29 の劉艶明さん送別会、5/16 の親睦家族旅

◎幹事報告

行について

◇ガバナー事務所より

職業奉仕［杉本会員］
：親睦旅行についての関連事項（盆栽の話）
、

＊2012-13 年度 RI テーマ発表「奉仕を通じて平和を Peace

前々回例会での卓話での解答訂正

Through Service」

雑誌［伊藤会員］
：ロータリーの友２月号注目記事の紹介

＊「クラブ棚卸表」
「クラブ活性化と充実を目指すための活動

◎ＩＭの御礼

計画の指標」有効活用の依頼

成田栄二第４Ｇガバナー補佐

2012-13 年度版「ロータリー手帳」

◇ロータリーの友より
購入依頼 1 部:630 円

締切:2/25

◇米山記念奨学会より確定申告用領収証[特定公益増進法人証
明書の写し付]送付の件
◇ロータリー日本財団より確定申告用寄付金額収証送付の案
内
◇茨木ＲＣより復興支援ふれあいコンサート及び被災地訪問
の案内

回答期限: 2/15

添付資料： ＤＶＤ 「被災地に贈る希望の歌声」
◇熊平雅人様(東京ＲＣ)より「抜翠のつゞりその七十一」寄贈
◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より第 5 回会議の開催
について
・3/5(月) 18:30 茅ヶ崎市役所分庁舎 6 階

左上から成田ガバナ
ー補佐、米山表彰の
加藤会員、委員会報
告の山本会員、杉本
会員、伊藤会員

◎出席報告

稲毛 隆会員
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◎スマイル報告

横山

貢会員

佐々木博君

修正出席率

９０．６３％

藤沢ＲＣの明石様、長谷川栄子様、ようこそいら

明石直行様（藤沢ＲＣ） みずほ銀行藤沢支店の明石です。茅

っしゃいました。

ヶ崎の東海岸に 15 年前から住んでいます。よろしくお願いし

横山

ます。

の明石様、長谷川栄子様、ようこそいらっしゃいました。先週

小林亨君＆出口敬純君

お客さまようこそ。諸事お祝の方、お

貢君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。藤沢ＲＣ

のＩＭは御苦労様でした。

めでとうございます。ＩＭではみなさんのご協力を感謝いたし

［本日 24 件、60,000 円でした］

ます。横山さん、たいへんおいしかったです。

◎理事会報告［２月９日］

長谷川静雄君

①半期会計報告について

家内栄子と共に結婚記念のお祝を下さいまし

て有難うございます。64 年目です。修身斉家治國平天下の夢

幹事より進捗状況の説明があった。

を持ち、まず健康第一に努めています。諸兄のご指導を感謝し

②ＧＳＥについて

ます。ありがとう。

第 4 グループの受け入れ期間は 3 月 11 日（日）〜15 日（木）
。

池上

当クラブは 13 日（火）の第 4 グループ歓迎会を担当すること

實君

諸事お祝の皆様おめでとう。結婚祝の長谷川御夫

妻、おそろいでようこそ。ついに出席 100%41 年を達成でき

と 15 日（木）の例会にＧＳＥメンバーが出席することを説明。

ました。スポンサーと皆様の友情に感謝。

承認される。

田中賢三君

③親睦家族会について

みずほ銀行明石支店長ようこそ。長谷川御夫妻、

結婚記念おめでとうございます。今月、トリプルでいただきま
す。ありがとうございます。有難うございます。来週、卓話国
木田独歩をやらせていただきます。
伊藤留治君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。藤沢ＲＣ

山本親睦委員長より
1. 3 月 29 日（木）の夜間例会を移動例会とし、例会後劉さん
の送別会を行う。
2. 5 月 16 日（水）に職業奉仕と合同で日帰り親睦旅行を移動

明石様、長谷川さんの奥様ようこそ！

例会として行いたい。以上両案を承認。

山口利通君

④「未来の夢計画」について

長谷川夫人ようこそいらっしゃいました。ご主人

の長谷川さんと昔、アメリカ西海岸へ研修視察に行ったのを思

内容を勉強し検討していくことで承認。

い出しました。結婚祝、大層高価な品、ありがとうございます。

⑤その他

成田栄二君

1.茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会について

先週のＩＭに茅ヶ崎クラブから多数の御参加頂

き有難うございました。諸事お祝の方々と表彰の加藤さん、お

湘南ＲＣからの申し入れを検討し、4 月 4 日（水）に合同例会

めでとうございます。お客様ようこそ！

を実施することを承認。

杉本行廣君

2.ＩＭでのテーマを生かし、3.11 の震災を忘れないために 3 月

長谷川夫人、結婚記念おめでとうございます。誕

生祝ありがとうございます。

8 日の例会を防災例会とすることを承認。

加茂正司君

◎諸事お祝

藤沢ＲＣの明石様ようこそいらっしゃいました。

長谷川栄子様、ごゆっくりされて下さい。諸事お祝の皆様おめ
でとうございます。
平井

茂君

長谷川ご夫人ようこそ。諸事お祝の皆様おめでと

うございます。
粂

仁夫君

ゲスト明石直行様、長谷川栄子様、いらっしゃい

ませ。米山表彰の加藤寛さんおめでとう！諸事お祝の皆様おめ
でとうございます。
古性武志君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。長谷川栄

子様、藤沢ＲＣの明石直行様、ようこそいらっしゃいました。
稲毛

隆君

明石直行様、長谷川栄子様、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。
熊澤圓造君

諸事お祝の皆様御目でとうございます。

河本啓伸君

成田ガバナー補佐、先日のＩＭご苦労様でした。

粂さん、泉さん、いろいろとお世話になります。ありがとうご
ざいます。
大森久巳男君

藤沢ロータリークラブ明石直行様ようこそ。諸

事お祝の皆様おめでとうございます。
和田幸男君

結婚祝ありがとうございます。諸事お祝の皆様お

めでとうございます。藤沢ＲＣの明石さんようこそ。
山本幸一君

左）誕生祝の出口会員・杉本会員・田中会員
右）結婚祝の山口利通・田中・山口里巳・和田・佐々木会員

藤沢ＲＣの明石様、長谷川栄子様、ようこそ。例

会をお楽しみ下さい。諸事お祝の皆様おめでとうございます。

左）結婚祝の長谷川会
員ご夫妻
下）出席表彰の田中会
員と池上会員

