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2013 年 3 月 7 日（木） 第２５７０回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 33
＊＊＊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」
「春の小川」

◇四つのテスト唱和

◇諸事お祝

◇理事会報告・会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦 他

◎ゲスト・ビジター紹介
小澤喜久子様（小澤会員夫人） 澤邑ゆき様（澤邑会員夫
人）
◎諸事お祝
☆誕生祝
長谷川静雄君 ・和田幸男君 ・古知屋
光洋君 ・岩澤あゆみ君 （鰹だしセット）
☆結婚記念祝 小澤耕一君♥喜久子様 ･澤邑重夫君♥
ゆき様 ・梅田弘人君（大麦麺セット・花束）
☆出席表彰
加茂正司君（１４年） （商品券）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより 財団室ＮＥＷＳ ２０１３年２月号
◇ガバナー事務所より
＊第４５回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）の
案内
・４/９（火） ９：３０集合 ・テニス会場…湘南ローンテニス
クラブ パーティ会場…ＭＯＫＩＣＨＩ
・参加料・・・ロータリアン：７，０００円 家族・ゲスト：４，０
００円 ・締切日・・・３/３０（土）
◇ガバナー補佐より
＊第１ ０ 回会 長幹 事 会の 連絡
・ ３ / １ ４ (木 ) １ ８ ： ０ ０
～ ・海老名オークラフロンティア２Ｆ フローラ
◇大槌湾ホタテ養殖組合より 支援への礼状
◇ロータリーの友 ３月号 ◇ガバナー月信 №９
◇タウンニュース
◎会報 着 台北西北・綾瀬
◎委員会報告
親睦［古知屋会員］
：新会員歓迎会のお知らせ（３／２
５午後６時ラスカロイヤルルーム）
、親睦家族旅行のお
知らせ（５／１６日帰りバス旅行）
雑誌［杉本会員］
：ロータリーの友３月号注目記事紹介

◎例会変更
☆寒 川

３/１８(月) 休 会 （クラブ定款による）
４/１(月) ⇒ ３/３１(日) １２：３０点鐘 花見
家族移動例会「隅田川舟下り」
☆茅ヶ崎中央 ３/１５(金) 休 会 （クラブ定款による）
☆平塚西
３/１３（水） ⇒ ３/１６（土） 移動例会（職業
奉仕委員会 職場訪問）
３/２０（水） 休 会 （春分の日）

左）小澤耕一会員と喜久子夫人
いつまでも仲よく！

右）澤邑重夫会員とゆき夫人

左）結婚祝の梅田弘人会員 中）出席表彰の加茂正司会員
会報告（雑誌）の杉本会員

右）委員

◎出席報告
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◎スマイル報告 佐々木博会員
小澤耕一君 家内をお招き頂き、楽しい記念日となりま
した。
和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。小澤喜久子
様、澤邑ゆき様ようこそ。
加茂正司君 出席表彰いただき、ありがとうございます。
田中賢三君 小澤さん、澤邑さん、御結婚記念おめでと
うございます。中山さん、メキシコみやげ有難うござい
ます。来週、ロータリーについて卓話します。出席よろ
しくおねがいします。平井さん「サラ川」ありがとうご
ざいます。31 番「妻よりも しゃべってなでてる タブ
レット」タブレット買いました。まだ、いろはのいの字
もわかりません。
加藤 寛君 諸事お祝の皆様、おめでとう。小澤さんの
奥様、澤邑さんの奥様よくいらっしゃいました。
伊藤留治君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
小澤夫人、澤邑夫人、本日はようこそ！
岩澤あゆみ君 入会早々におたん生祝いをありがとうご
ざいます。ちょうどたん生日の 3 月 27 日は祖父の 100
日忌になります。諸事お祝の皆様おめでとうございます。
梅田弘人君 結婚のお祝ありがとうございます。
山口利通君 小澤夫人、澤邑夫人ようこそ。本日はおめ
でとうございます。
出口敬純君 小澤喜久子様、澤邑ゆき様ようこそ！諸事
お祝の皆様、おめでとうございます。
平井 茂君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
田中さんよりリクエストがありまして「サラリーマン川
柳」もってきました。読んで下さい。
程島利通君 諸事お祝の皆様、お目出度うございます。
池上 實君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
小澤会員御夫人喜久子様、澤邑会員御夫人ゆき様、よう
こそ。
河本啓伸君 小澤喜久子様、澤邑ゆき様ようこそ。来週
のホワイトデー、誰にお返しをするのか、既にわからな
くなっています。記憶障害です。ヤバイです．．．
小林 亨君 諸事お祝の方、おめでとうございます。お
客様ようこそ！
粂 仁夫君 小澤夫人、澤邑夫人ようこそ！諸事お祝の
皆様、おめでとうございます。
中山富貴子君 先週は入会早々お休みを頂きましてあり
がとうございます。メキシコ旅行が当たりまして、世界
遺産を楽しんでまいりました。ラスカの稲毛様、お気遣
いをありがとうございました。皆様とても親切で楽しい
旅行になりました。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
小澤会員令夫人喜久子様、澤邑会員令夫人ゆき様、よう
こそいらっしゃいました。
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
澤邑重夫君 結婚記念祝を頂きましてありがとうござい
ます。結婚 20 年、これからもますます仲良くしていき
たいと思っております。
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清水賢一君 諸事お祝のみなさま、おめでとうございます。
杉本行廣君 ご結婚記念祝の小澤夫人、澤邑夫人、おめで
とうございます。諸事お祝の皆様、おめでとう。中山さん、
旅行のおみやげありがとう。温かい陽気にありがとう。
佐々木博君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。中
山さん、おみやげごちそうさまでした。
［本日 24 件、42,000 円でした］

誕生祝の和田会長・長谷川会員・古知屋会員・岩澤会員

◎理事会議事録
①茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会（4/3）について
和田会長より説明があり、承認。
②新会員歓迎会について
古知屋親睦委員長より 3/25 18 時よりラスカロイヤルル
ームにて開催、会費 5,000 を年会費引落し時に徴収、新会
員は無料とし、また女性であることを考慮し花束を用意。
費用は親睦委員会費より支出することを説明、承認。
③ＧＳＥ支援金について
和田会長より 2,000 円×35 人=70,000 円を奉仕プロジェク
ト予算から支出することを説明、承認。
④新会員の承認について
杉田祐一氏（税理士法人まこと会計）の入会を承認。3/28
例会に招待、4/3 合同例会時にバッジのみ授与後簡単に紹
介、4/11 に通常例会で入会セレモニーを行う。
⑤その他
・田中会員より、次年度から地区へ出向するメンバーを増
やしてもらいたい旨、説明。
・小林直前会長より、4/13,14 に台北の地区大会があるが、
台北西北ロータリークラブからガバナーを出している。当
クラブに案内状が届く予定なので和田会長には出席をお
願いしたい旨、説明。
・和田会長より、4/4 18 時より馳走庵にて会員増強委員
会を行う旨説明、承認。
・和田会長より、長期療養中の泉会員に見舞金 10,000 円
を出す旨説明、承認。また、理事より慶弔規程の「一ヶ月
以上の入院」は現実に合わず、改正したほうがよいのでは、
との提案。今後の課題とする。
・古知屋親睦委員長より、親睦旅行は 5/16 移動例会とし、
日帰りで行うこと、詳細は親睦委員会で調整することを説
明、承認。

