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2012 年 11 月 1 日（木） 第２５５４回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 17
＊＊＊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」
「四つのテスト」
「青い山脈」 ◇四つのテスト唱和
◇理事会報告・会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 雑誌
◎ゲスト・ビジター紹介
池上敏子様（池上会員御夫人）
◎諸事お祝
☆誕生祝
伊藤留治君・下里洋一君 （佃煮セット）
歌唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 池上 實君♥敏子様・粂仁夫君・岡本辰
男君・古知屋光洋君 １０月分：岡田和弘君 （大麦麺セッ
ト・ご夫人：花束）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊第二回「輝く女性の集い」 外部者用案内 ・１１／２８
(水) １１：３０～１５：３０ ・鎌倉パークホテル
◇ロータリーの友 １１月号
◇玉蘭荘だより 136 号
◇タウンニュース
◎例会変更
☆茅ヶ崎湘南 １１／７(水) ⇒ １１／２(金) １８：３０点鐘
グランドホテル神奈中平塚（湘南３ＲＣ合同例会）
１１／２８(水) 休 会 （クラブ定款により）
☆藤 沢
１２／２６(水) １８：００～ クリスタルホテル
ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円 （クリスマス家族会）
☆藤沢東
１１／１３(火) ⇒ １１／１０(土) 出雲への
親睦旅行例会
１２／１８(火) １８：００～ クリスタルホテル
ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円 （クリスマス家族会）
☆藤沢南
１１／２６(月) 夜間移動親睦例会
１２／１７(月) 鎌倉プリンスホテル （クリス
マス家族例会）
１２／２４(月) 休 会 （振替休日） １２／
３１(月) 休 会 （クラブ定款により）

☆藤沢北西
１１／１５(木) １２：００点鐘 藤沢市少年の
森 （少年の森清掃移動例会）
１２／ ６(木) １１：００～ 老人福祉センター
「こぶし荘」 （こぶし荘植栽移動例会）
１２／１３(木) １８：００点鐘 グランドホテル湘
南 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円 （クリスマス家族夜間例会）
１２／２７(木) 休 会 （クラブ定款により）
☆平塚西
１１／７(水) ⇒ １１／１０(土) １８：００点鐘
総合公園内・レストラン大原（仙台中野小学校生徒との会食）
１１／２８(水) ⇒ １１／３０(金) １８：００点鐘
平塚駅西口 龍園 （平塚湘南ＲＣとの合同例会）
◎会報 着 綾瀬・寒川
台北西北（次のＵＲＬでフォトギャラリーが閲覧できます）
https://picasaweb.google.com/taipeinw
◎理事会報告
①クリスマス家族例会について
古知屋親睦委員長より概要説明。詳細は親睦委員会に一
任することを承認。
元米山奨学生 劉艶明さんを招待することを承認。
②会員増強委員会(11/16)について
和田会長より案内状を会員に配布する旨、報告。
③平成 24 年度優良産業人等表彰式について
和田会長より、助成金希望額：３３，０００円（1 名に
つき１，０００円）の通り出費したい旨提案。承認。
④池上会員の芸道 60 年記念演奏会について
和田会長より、生花贈呈の提案。購入することを承認。
澤邑幹事と事務局にて手配。
⑤指名委員会について
小林直前会長より、年次総会に伴う次々年度会長および
理事候補者公表手順の確認。

◎出席報告

粂 仁夫会員

日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

１１／１

２５５４

３１

３０

２７

１

２

９３．３３％

１０／１８

２５５２

３１

２５＋３

２０

２＋０

６

７８．５７％

◎スマイル報告

稲毛

隆会員

堀口昌信様（茅ヶ崎中央ＲＣ）
實君その１

雑誌［杉本会員］
：
「ロータリーの
友」11 月号注目記事紹介

結婚祝に家内もお招き頂き、有難う

ございました。48 年間仲良く暮らしています。
池上

７８．５７％

◎委員会報告
本日、代返もどきで参

りました。御世話になります。
池上

修正出席率

實君・敏子様その２

11 月１日は今年から「古典

～諸事お祝～

の日」となりました。文学、音楽、美術、伝統芸能に親
しむ日です。古典「社橋」をはじめ、古典・近代・現代
を演奏します。月刊誌に掲載された記事をコピーしまし
たので、お目通し下さい。
伊藤留治君

誕生祝ありがとうございます。諸事お祝の

方々おめでとう。池上夫人ようこそ。
60 代最後の年になります。誕生祝ありがと

下里洋一君

うございます。
平井

茂君

池上先生の奥様ようこそ。諸事お祝の皆様、

おめでとうございます。
粂

仁夫君 今後ともよろしくお願いします。

杉本行廣君

池上夫人、おめでとうございます。諸事お

祝の諸兄、おめでとうございます。
田中賢三君

池上御夫妻、結婚祝たいへんお目でとうご

ざいます。夫妻の鏡として、わが家にもあやかりたいと
思っております。
和田幸男君

池上敏子様ようこそ。諸事お祝の皆さん、

おめでとうございます。
程島利通君

池上先生はじめ、結婚祝の皆様、お目出度

うございます。
加茂正司君

池上敏子様ようこそ。結婚記念、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。
加藤

寛君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

池上様の奥様、ようこそ。
河本啓伸君

池上敏子様ようこそ。ご夫妻での演奏会、

頑張って下さい。諸事お祝の皆様おめでとうございます。
小林

亨君

諸事お祝の方々、おめでとうございます。

お客様ようこそ！
岡本辰男君

よくもちました。今年も祝っていただきあ

りがとうございます。
大森久巳男君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

池上会員御夫人敏子様、ようこそいらっしゃいました。
小澤耕一君

池上夫人ようこそ！諸事お祝の諸兄、おめ

でとうございます。
斉藤信夫君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

岡田和弘君

池上敏子様ようこそおいで下さいました。

夫婦円満の秘訣を教えて下さい。
佐々木博君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

稲毛

池上敏子様ようこそいらっしゃいませ。諸

隆君

事お祝の皆様、おめでとうございます。
［本日 22 件、53,000 円です］

上）結婚祝の池上實会員・敏子様ご夫妻 中）結婚祝の古知屋・
粂・岡本・岡田会員 下）誕生祝の伊藤・下里会員

