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2012 年 7 月 5 日（木） 第２５３８回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 1
＊＊＊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」
「我は海の子」 ◇四つのテスト唱和 ◇会長・幹事章の引き渡し
◇理事会報告・会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 社会奉仕 他

◇卓話 「会長・幹事所信表明」 会長：和田幸男君 幹事：澤邑重夫君
◎ゲスト・ビジター紹介
堀川正夫様・堀口昌信様（茅ヶ崎中央ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０１２-１３年度地区資金本会計、事業費会計、特別会
計負担金の送金依頼
＊Ｒ財団地域セミナー（７/２ グランドプリンスホテル高輪に
て開催）抄録
＊「２０１３ ロータリー世界平和フォーラム-広島」開催にあ
たり 二つの依頼
・（新世代の皆さんと共に）参加の依頼
・フォーラムの資金調達について、全国のロータリアンへ
協力依頼（一人あたり３００円）
＊第１１回ロータリー日韓親善会議２０１２（パンフレット）
・８/３１(金)～９/１(土) ・グランドプリンスホテル新高輪「飛
天の間」
＊２０１１-２０１２年度 インターアクト海外研修報告書《２７８
０地区》
◇米山記念奨学会より ２０１２年度上期普通寄付金のお
願い ◇ロータリーの友 ７月号 ◇ガバナー月信 №１３・
№１ ◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤沢南
７/１６(月) 休 会 （祝日休会・海の日）
☆綾瀬春日 ７/１１(水) １８：００点鐘 海老名 橙 ビジタ
ー費：12,000 円 （会長・幹事慰労会）
◎会報 着 相模原
◎委員会計画書 着 寒川
左）出席報告の梅田会員
右）スマイル報告の稲毛会員

◎理事会報告
①本年度予算について
配布資料のとおり承認。
②7 月第 4 例会(7/26)直前会長・幹事・ガバナー補佐慰労
会について
古知屋親睦委員長からの開催案内・次第・予算を承認。
③麻薬撲滅キャンペーン(7/29)について
佐々木社会奉仕委員長より説明。7 月 29 日（日）9 時茅
ヶ崎駅集合。例年通り絆創膏等を配布。警察へ依頼済。
警察犬協会に 1 万円、青少年補導員に 5 千円の謝礼、ガ
ストにて懇親会を行う。以上全て承認。開催案内を作成
④創立記念例会(8/2)について
杉本会員にお話、長谷川会員に乾杯をお願いする旨承認。
⑤ガバナー公式訪問(8/23)について
10 時半より懇談等各種行事、その後協議会開催を承認。
⑥ロータリー財団・米山寄付について
泉財団委員長より、今年度から寄付目標額が 200＄に上
がったことを説明。50＄を 3 回にわたり会費引き落とし
同時に徴収、残り 50＄は例会時に泉委員長から会員にむ
け任意に要請することを承認。
⑦その他
・斉藤副会長より 6 月 28 日奉仕プロジェクト会計報告。
承認。／・池上理事より、伊藤留治会員の会員歴 50 年を
祝賀会について、8 月 30 日（木）にコルティーレにて行
うことを報告。今後は発起人にて調整。／・タウンニュ
ースに暑中見舞い広告を 10,500 円にて出稿、承認。／
・神奈川新聞 ちがさき宇宙記念日協賛広告を 30,000
円にて出稿、承認。／・小林前会長が 7 月 25 日に台北
西北ロータリークラブに姉妹クラブ締結書を届けること
を承認。

◎出席報告
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◎スマイル報告 稲毛 隆会員
堀川正夫様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 和田会長、新年度お目
出とうございます。茅ヶ崎クラブの皆様、本年一年よろ
しく御指導お願いいたします。
和田幸男君 １年間よろしくお願い致します。茅ヶ崎中
央ＲＣの堀川会長ようこそ。
平井 茂君 和田・澤邑年度のスタートを祝して。
泉不二夫君 和田会長・澤邑幹事、１年間よろしくお願
いします。
大森久巳男君 お客様、ようこそいらっしゃいました。
新しい年度の和田会長・澤邑幹事、御苦労様です。宜し
くお願い致します。
小澤耕一君 和田会長・澤邑幹事の新年度発足を祝しま
す。一年間何卒宜しくお願い致します。
下里洋一君 いよいよ新年度ですね。和田会長・澤邑幹
事他理事・役員の方々、がんばって下さい。斉藤さん、
中央公園での差し入れ、感謝しています。
小林 亨君 お客様ようこそ！皆様、１年間お世話にな
りました。和田さん、澤村さんがんばってください。
程島利通君 和田丸出航お目出度うございます。一年間
よろしく。
伊藤留治君 和田会長・澤邑幹事の船出を祝して。
池上 實君 和田会長・澤邑幹事年度の船出を祝して。
一年間よろしく。
加藤 寛君 和田会長・澤邑幹事、新理事さん一年間宜
しく！
澤邑重夫君 １年間カンジをつとめます。よろしくお願
いいたします。
成田栄二君 茅ヶ崎中央ＲＣの堀川会長、チャーターメ
ンバー堀口さんようこそ！会長・幹事、一年間ご苦労様
です。
斉藤信夫君 和田会長・澤邑幹事、一年間お世話に成り
ます。
杉本行廣君 一泊フォーラムを無事終えました。参加諸
氏のご協力に感謝して。直前奉仕プロジェクト委員長
加茂正司君 和田年度の門出を祝して！中央の堀川さ
ん、ようこそ！
出口敬純君 和田会長・澤邑幹事・横山貢副幹事、一年
間よろしくお願いします。
河本啓伸君 和田会長はじめ理事・役員の皆さん、一年
間ご無事で！堀川さん、ようこそ！
横山宏実君 和田会長・澤邑幹事、１年間お願い致しま
す。
梅田弘人君 和田会長・澤邑幹事、よろしくお願いしま
す。
佐々木博君 和田会長・澤邑幹事、よろしくお願い致し
ます。伊藤さん、ありがとうございました。
岡田和弘君 和田会長・澤邑幹事、１年間よろしくお願
い致します。
稲毛 隆君 和田会長・澤邑幹事、一年間よろしくお願
いします。［本日 24 件、60,000 円です］
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◎委員会報告
国際奉仕［加藤会員］：９月の台北西北クラブ訪問の告
知と参加者募集
親睦［古知屋会員］：７／２６（木）直前会長幹事・ガ
バナー補佐慰労会についての確認。18:30 から。場所は
ラスカスペシャルルーム
社会奉仕［佐々木会員］：７／２９（日）麻薬撲滅運動
の実施告知。場所は茅ヶ崎駅北口改札付近で

左から加藤国際奉仕委員長、古知屋親睦委員長、佐々木社会奉仕
委員長、平井会場監督、横山宏実職業奉仕委員長

卓話

「会長・幹事所信表明」＜概要＞
◇和田幸男会長◇
会員を大事にする会員のためのクラブを
現在、会員数はピーク時平成元～２年度の
７６名から、半分以下の３１名に減ってお
ります。現在の経済情勢からどのようにし
て会員増強を成し遂げるかが喫緊の問題
となっています。そこで、いつまでも入会
していたいようなクラブづくりに努めたいと思います。
そのためには、次のことが重要です。
①会員増強 ②例会の充実 ③親睦活動の活性化
会員を大事にするクラブに、そして安定したクラブ運
営のためにどうすべきか、話し合っていきたいと思いま
す。例会の出席率が上がり、親睦事業が充実すれば、奉
仕活動も活性化されます。奉仕活動に関しましては、ロ
ータリーの長期計画である「公共イメージを高める」よ
うな、地域（茅ヶ崎）へ目を向けた活動をし、会員増強
に繋げたいと考えております。会員の皆様のご協力をお
願い致します。
◇澤邑重夫幹事◇
ロータリーの楽しさ伝えたい
入会して４年目で幹事になりました。
私でいいのかなという気持ちもあります
が、会長方針に則って、クラブ運営を円
滑に進めることに努力していきたいと思
います。例会出席率を上げることが大切
で、そのためには来たくなるような例会
づくりを心掛けたいと思います。
自分が入会したのは、スポンサーの加茂さんから会員
名簿を見せてもらい、素晴らしいメンバーだと思ったの
がきっかけでした。誰かを誘うのにも、そうしたメンバ
ーの充実や、ロータリーの楽しさを伝えることで、結果
的に増強に繋げられれば、と思います。
個人的な目標としては、他クラブへのメーキャップを
積極的に行って、自クラブ運営の参考になるものを実地
で感じたいと思います。

