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2013 年 2 月 14 日（木） 第２５６７回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 30
＊＊＊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」
「雪」

◇四つのテスト唱和

◇入会セレモニー［半田朋子君・岩澤あゆみ君・中山冨貴子君］ ◇表彰・諸事お祝
◇理事会報告・会長挨拶

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
高田 修様（東京世田谷ＲＣ） 内
田誼郎様（茅ヶ崎中央ＲＣ）
◎入会セレモニー 新会員･･･半田朋子君・岩澤あゆみ君・中
山冨貴子君（紹介者：和田幸男君)
◎表彰
☆ベネファクター（ロータリー財団恒久基金寄付） 田中賢
三君（感謝状・記章）
◎諸事お祝
☆誕生祝
杉本行廣君・田中賢三君・出口敬純君（お祝いの
歌：おめでとうロータリアン）（鰹だしセット）
☆結婚記念祝 長谷川静雄君・田中賢三君・和田幸男君・佐々
木 博君 （大麦麺セット）
☆出席表彰
池上 實君(４２年)・田中賢三君（２４年) （図書
券）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより 日本のロータリアン向けの広報手引書
『広報 Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓとは・・・』
◇ガバナー事務所より
＊２０１３～１４年度地区役員・委員会委員 就任委嘱の件
◎戦略計画委員会 及び 研修（Ｒ情報を含む）委員会：田中賢
三君・成田栄二君 ◎公共イメージ委員会：和田幸男君 ◎イン
ターアクト委員会：小林 亨君
＊会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 開催通知 ・３/１３（水） １
０：００～１９：３０ ・グランドホテル湘南
＊地区協議会開催の案内 ・４/２１(日) １３：００点鐘 ・麻布大
学 ・登録締切：３/１９(火)
《出席義務者》 次年度以下の担当をする方と新会員
会長・幹事・クラブ奉仕・会長エレクト・広報雑誌・会員増強・Ｒ家
族・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕・財団・米山奨
学・クラブ研修リーダー（Ｒ情報委員長）
・添付書類：２０１３年地区協議会 プログラム（案）・クラブ登録用
紙・会場案内図とアクセス方法
＊「サクジ作戦について」報告の依頼
◇ガバナー補佐より ＧＳＥ 受入の説明会 報告書 添付書
類・・・２０１３年度 ＧＳＥ受入予定表

◇委員会報告 雑誌
◇世田谷ＲＣより 創立５０周年記念式典招待状 ・３/１５(金) １８：
００ ・ザ・プリンスパークタワー東京
◇茅ヶ崎青年会議所より 創立４５周年記念式典 出席への礼状
◇ロータリーの友より ２０１３-１４年度版「ロータリー手帳」購入依
頼 １部：６３０円 締切：２/２５ ◇ロータリーの友 ２月号 ◇ガバ
ナー月信 №８ ◇ハイライトよねやま １５５ ◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤 沢
・２/２０（水） 休 会 ・３/１３（水） ⇒３/９（土） 第３
グループ ＩＭ並びに８ＲＣ合同例会
☆藤沢東
・２/２６（火） ・３/１９（火）・・・いずれも 休 会
・３/５（火） ⇒ ３/９（土） 第３グループ ＩＭ並びに８
ＲＣ合同例会
☆藤沢南
・２/１１(月) 休 会（祝日の為） ・２/２５(月) １８：３０
点鐘 スペインレストラン<ＳＡＪＩ>
☆藤沢北西 ・２/２1 (木) １２：００点鐘 少年の森 （少年の森清
掃活動の為）
◎会報 着 台北西北・藤沢北西・綾瀬
◎委員会報告 雑誌［杉本会員］：ロータリーの友２月号紹介

当クラブ初の女性会員が誕生した瞬間の歴史的写真です！左から和
田会長・中山富貴子会員・半田朋子会員・岩澤あゆみ会員

◎出席報告
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◎スマイル報告 稲毛 隆会員
高田 修様（世田谷ＲＣ） 世田谷ＲＣの高田です。当クラブ
創立 50 周年記念式典に和田会長が出席して頂けるということ
で、そのご挨拶にお伺いしました。また、新会員の三人の方、
おめでとうございます。
内田誼郎様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 宜しくお願い致します。
岩澤あゆみ君 祖父の愛した茅ヶ崎ロータリークラブのお仲
間に入れさせて頂き、大変うれしく思います。今後ともよろし
くお願い申し上げます。
半田朋子君 今日から皆様のお仲間にはいらせて頂きます。嬉
しいです。宜しくお願い致します。
中山富貴子君 本日より参加させて頂くことになりました。何
もわかりませんが、これからどうぞ宜しくお願いいたします。
伊藤留治君 ＩＭで 50 年皆出席表彰有難うございました。新
入会員の皆様、ようこそ！
池上 實君 出席表彰ありがとうございました。さらにロータ
リーを楽しみたいと思います。本日入会の半田様・岩澤様・中
山様、大歓迎です。
田中賢三君 半田さん、岩澤さん、中山さん御入会たいへんお
めでとうございます。Enjoy Rotary! 小生、本日トリプルのお
祝をいただきます。69, 42, 24 足して 135 となりました。本日
早退します。
長谷川静雄君 半田朋子君、岩澤あゆみ君、中山富貴子君、入
会おめでとう。お互いに勉強し、実践しましょう。よろしく。
バレンタインのチョコレートありがとう。
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
半田朋子様、岩澤あゆみ様、中山富貴子様入会おめでとう。心
から歓迎致します。
杉本行廣君 新会員を迎えて、ますます楽しい例会になったこ
とにスマイル。誕生祝ありがとうございます。やっと 77 歳と
なりました。
和田幸男君 半田さん、岩澤さん、中山さんに誘拐おめでとう
ございます。東京世田谷ＲＣの高田さん、茅ヶ崎中央ＲＣの内
田さん、ようこそいらっしゃいました。
清水賢一君 先日は盛大なる歓迎会を開いていただき、ありが
とうございます。女性会員のみなさま、だいすきな GODIVA
のチョコレートありがとうございます。
出口敬純君 半田さん、岩澤さん、中山さん入会おめでとうご
ざいます。誕生祝ありがとうございます。
山口利通君 東京世田谷ＲＣの高田様ようこそ。新会員の半田
さん、岩澤さん、中山さん入会おめでとうございます。
加茂正司君 世田谷ＲＣの高田様ようこそいらっしゃいまし
た。半田さん、岩澤さん、中山さん入会おめでとう。今後共宜
しく。バレンタインチョコを有難うございます。
河本啓伸君 ハッピーバレンタイン！女性新会員の皆さん、よ
うこそ。楽しくやりましょう。９日のＩＭ終了後の二次会・三
次会でほんのちょっとだけ酔っ払って、記憶が定かではありま
せん（泣）。万一ご迷惑をお掛けしたとすれば申し訳ありませ
ん。
小林 亨君 世田谷ＲＣの高田さんようこそいらっしゃいま
した。新入会の方、おめでとうございます。諸事お祝の方、お
めでとうございます。
粂 仁夫君 世田谷ＲＣ高田修様ようこそ！新会員半田朋子、
岩澤あゆみ、中山富貴子皆様、今後ともよろしく。表彰・田中
賢三様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。
小澤耕一君 女性会員が入会されて、その途端の例会がバレン
タインデーで幸いでした。チョコ、ありがとうございます。
斉藤信夫君 半田さん、岩澤さん、中山さん、入会おめでとう
ございます。

修正出席率
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澤邑重夫君 高田さん・内田さんようこそ。半田さん、岩澤さん、
中山さん入会おめでとうございます。また、チョコ有難うござい
ます。これからよろしくお願いいたします。
佐々木博君 半田様、岩澤様、中山様、ご入会おめでとうござい
ます。よろしくお願いいたします。
梅田弘人君 新入会の皆様、よろしくお願いします。諸事お祝の
皆様おめでとうございます。
稲毛 隆君 ビジターの高田さま・内田さまようこそ。新会員の
半田さま、岩澤さま、中山さま、よろしくお願いいたします。諸
事お祝の皆様おめでとうございます。
［本日 25 件、77,000 円でした］

上左）誕生祝の出口・杉本・田中各会員 右）出席表彰の田中・
池上会員 下左）結婚祝の和田・田中・長谷川・佐々木各会員 下
右）ベネファクター表彰の田中会員

新会員）左から半田朋子会員、岩澤あゆみ会員、中山富貴子会員
◎理事会議事録
①職業分類表小分類に「電子部品ＭＤ」を追加することについて
和田会長より説明があり、承認。
②３ＲＣ合同「大槌湾帆立養殖復興プロジェクト」寄付（１０万
円負担）について
和田会長より経緯説明があり、承認。
③その他
・海水浴場に津波対策看板を 3RC 共同で設置したい旨、説明
・GSE が 3/17～19 に第 4 グループへ来るが、18 日に当クラブが
協力。和田、澤邑、加藤(国際奉仕委員長)3 名が対応。
・3 名の入会者につき、早急に歓迎会を行う
・次年度ガバナー公式訪問を 3RC 合同で受けてはどうか、との
提案が茅ヶ崎中央 RC より上がっているので、次年度理事で検討
・田中会員より、2015-16 年度ガバナーを拝命するに当たり地区
幹事を成田会員にお願いする旨、報告

