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2012 年 4 月 12 日（木） 第２５２７回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 36
＊＊＊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」

◇四つのテスト唱和

◇諸事お祝

◇入会セレモニー 梅田弘人君［紹介者・田中賢三会員］

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 プログラム 他

◇ＰＥＴＳ報告 和田幸男会長エレクト

◎諸事お祝
☆誕生祝
小澤耕一君・山口里巳君 ３月分：古知屋
光洋君 （大麦麺セット） お祝いの歌
☆結婚記念祝 加藤 寛君・程島利通君・加茂正司君・出
口敬純君・横山 貢君 （鰹だしセット）
☆出席表彰
成田栄二君(１５年)・小林 亨君(１３年)
（図書券）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊地区大会（２０１１年 １０/１５・１６）記録ＤＶＤ 送付
＊地区補助金申請書案内（２０１２～２０１３年度）再度の通
知
＊２０１２年地区協議会新会員部門からの依頼 添付：新
会員部門のフリートーキングのテーマ
＊２００９～２０１０年度「地区報告書」 ＊２０１０～２０１１年
度「地区報告書」
◇ＲＩ２５２０地区より 「山田の作文」（山田ＲＣ作成）
◇綾瀬春日ＲＣより 創立２０周年記念式典の案内 ・６/３
(日) １７：００～ ・オークラフロンティアホテル海老名
◇茅ヶ崎ソフトボール協会より 「日本女子ソフトボール１部
リーグ 茅ヶ崎シリーズ」協力・協賛の依頼
・茅ヶ崎市営球場 開催 ５/１２(土)・５/１３(日) （観戦希
望の方は前売チケットあります。）
・協賛金・・・１口：10,000 円よりお願いします。
◇ロータリーの友４月号 ◇ガバナー月信№１０
◇タウンニュース
◎例会変更
☆秦野名水 ４/１２(木) １６：００～ 箱根湯本「河鹿荘」
（一泊研修会）
◎会報着 鎌倉中央・寒川・茅ヶ崎湘南

◎委員会報告
職業奉仕［平井会員］
：親睦家族旅行の日程等確認
プログラム［横山宏実会員］
： 今後の卓話予定 ４／２６
地区協議会参加者による報告、５／２４稲毛会員・梅田会
員イニシエーションスピーチ
雑誌［伊藤会員］
：ロータリーの友４月号注目記事紹介

↑委員会報告の平井・横山・伊藤会員
入会セレモニーで挨拶する
梅田弘人新会員（左）と紹
介の田中賢三会員

◎理事会報告［４月１２日］
①梅田弘人さんの入会承認および歓迎会ついて
会員より異議がないことを確認し承認される。
歓迎会の日程は、親睦委員会に一任する。
②親睦家族旅行について
日程、行程について、また移動例会であることを再確認。
③その他
・茅ヶ崎ソフトボール協会より「日本女子ソフトボール 1
部リーグ茅ヶ崎シリーズ」への協賛依頼について 1 口
10000 円を協賛することで承認。
・加茂会員より、中国旅行決算報告があり承認される。
・親睦委員会より、山本会員、劉艶明さんの送別会決算報
告があり承認される。
・奉仕プロジェクト委員長より 6 月にフォーラムを実施
する提案があり承認される。

◎出席報告
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◎スマイル報告 山口利通会員
加藤 寛君 ①程島先生、大変お世話になりました。
②小林会長、先日の北京大学ＯＢ会アザリアホーム訪
問、有難うございました。 ③結婚記念祝ありがとうご
ざいます。
小澤耕一君 誕生祝有難うございます。８４才です。
小林亨君＆出口敬純君 梅田さん、入会おめでとうござ
います。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。＜出
口＞結婚祝、ありがとうございます。＜小林＞出席表彰
ありがとうございます。
田中賢三君 ①ＴＯＴＯの梅田さん、御入会おめでとう
ございます。地域のためにどうぞよろしくお願い致しま
す。 ②お蔭様で赤とんぼの碑、立派に完成することが
出来ました。 ③ロータリー展、鎌倉の花見がてらに週
末お越し下さい。
程島利通君 結婚祝有難うございます。
平井 茂君 ①親睦委員会と職業奉仕合同の「親睦旅
行」お手許配布のお知らせの如く、５／１６（水）に開
催します。ふるってご参加お願いします。 ②諸事お祝
の皆様、おめでとうございます。
加茂正司君 結婚祝を有難うございます。梅田君、入会
おめでとうございます。
伊藤留治君 梅田さん、入会おめでとう。諸事お祝の皆
様、おめでとう。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。新会員、梅田弘人君、入会心から歓迎いたします。
どうぞ宜しくお願い致します。
杉本行廣君 熊澤さんの一日も早いご快復を祈念申し
上げて！
和田幸男君 梅田さん、入会おめでとうございます。諸
事お祝の皆さん、おめでとうございます。
池上 實君 梅田弘人君、入会大歓迎致します。諸事お
祝の皆様、おめでとう。結婚祝の御夫人ご同伴者なしは
淋しいですね。
下里洋一君 久しぶりの出席です。いつの間にか春です
ね。熊澤さん、心配です。
成田栄二君 梅田さん、入会おめでとうございます。諸
事お祝の方々（私を含め）、おめでとうございます。
古性武志君 梅田さん、入会おめでとうございます。こ
れからよろしく！諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。
山口利通君 やっと春らしくなりました。梅田さん、入
会おめでとう。本日のタクトは新会員恒例の洗礼タクト
です。［本日 19 件、53,000 円です］
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◎諸事お祝

誕生祝の小澤会員、山口里巳名誉会員、古知屋会員

結婚祝。左から出口・横山貢・加藤・程島・加茂会員

ＰＥＴＳ報告の和田エレクト

出席表彰の小林会長・成田会員

【ＰＥＴＳ報告 概要】３／１４～１５実施
出席者 108 名 場所：ニューウエルシティー湯河原
菅原ガバナーエレクトよりＲＩテーマと地区運営方針に
ついて説明。日本人３人目である田中作次ＲＩ次年度会長
のテーマは「奉仕を通じて平和を」
。田中ＲＩ次年度会長は、
奉仕（サービス）の心を持って、行動し、平和（おだやか
な心）を一人ひとりがこころに刻み、寛容の精神で人生を
過ごす事で、真の平和が訪れる事を願ってＲＩのテーマに
決めたそうです。特に次年度は寛容の精神で皆様の協力を
お願いします。また、ＲＩは「クラブのサポートと強化」
「人
道的奉仕の重点化と増加」
「公共イメージと認知度の向上」
の三つを優先項目とする。
ということで、２７８０地区は、このＲＩ会長の方針を基本目標とし、
「あくまでもクラブ主体」
「会員を 2700 名に」
を重点目標とする。次年度地区活動方針の主なものは次の通りです。
1.クラブ研修リーダー及びクラブ研修委員会の充実・・・池上研修リーダーによる新会員セミナーの開催を予定。
2.会員増強・維持 会員を 2700 名の目標・・・過去最大 3600 名、現在 2248 名地区の会員増強ｾﾐﾅｰは、6/6 開催予定。
3.３年後の奉仕活動推進のため、一人当たり 200 ﾄﾞﾙ以上の目標・・・これまでは 180 ﾄﾞﾙ。集めた資金を使えるのは３
年後。会員増強・維持に反するのではないか。

