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2013 年 5 月 9 日（木） 第２５７７回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 40
＊＊＊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」
「みかんの花咲く丘」
◇入会セレモニー 大箭剛久君・大木暁君

◇四つのテスト唱和

◇米山功労者 第４回マルチプル 成田栄二君

◇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 ◇退会式 佐々木博君
◎ゲスト・ビジター紹介
加藤盛久様（次年度ガバナー補佐・茅ヶ崎湘南ＲＣ）
西山国男様（佐々木博会員ゲスト・湘南信金営業部長）
鈴木希久夫様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
◎入会セレモニー
大箭剛久君（紹介者：田中賢三君・和田幸男君）
大木暁君（紹介者：伊藤留治君）
◎諸事お祝
☆誕生祝
加藤寛君・横山宏実君 （佃煮セット）
お祝いの歌：おめでとうロータリアン
☆皆出席表彰 出口敬純君(６年)
４月分 成田栄二君（１６年） （商品券）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊やまだの作文 第４１集（山田ＲＣ）
＊薬物クリーンかながわ No. 29, No. 30
◇ＮＰＯサポートちがさきより 企業×ＮＰＯ×行政の交流
サロンⅠ ５／２４（金）
◇ロータリーの友５月号 ◇ガバナー月信 No. 11
◇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］：５／１６バス旅行の確認、５／３０歓送
迎会についての確認
雑誌［杉本会員］
：ロータリーの友５月号注目記事紹介
◎例会変更
☆茅ヶ崎湘南 ５／２２（水) １８:３０点鐘 グランドホテル
湘南（創立３６周年例会）
６／２６（水） １８：３０点鐘 茅ヶ崎館 ビジ
ター費：￥５，０００（最終例会）

◎理事会議事録
①職業分類表の小分類の追加について
和田会長より機械機器Ｄ、介護事業所を追加したい旨説明
があり、承認。
②ＩＭ返金分について
和田会長よりＩＭの決算について説明、約 42 万円の余剰
金を６ＲＣで人頭分担し、６万円ほど返金予定。返金分は
スマイル会計に繰り入れたい旨説明があり、承認。
③親睦旅行(5/16)について
古知屋親睦委員長より、7:40 よりバス中で例会を行った
後、出発。23 人参加予定（うち 4 人家族）
。予算について
説明あり。
④歓送迎会について
古知屋親睦委員長より概要説明。5/30 の 18:30 より例会。
2 名のイニシエーションスピーチを行った後、19 時より歓
送迎会を開始。帰路のみバス手配、対象新会員と退会者に
花束贈呈。退会者には大きめのものを。
⑤新会員の承認について
和田会長より新会員の書類回覧。水嶋聡氏の入会を承認。
⑥クールビズについて
和田会長より 5 月から 10 月までをクールビズとしたい旨
説明があり、承認。
⑦次年度基本事業・継続事業について
出口次年度会長より 2013～14 年度基
本事業及び継続事業について資料を元
に説明。数点の修正を行う。
加藤盛久次年度ガバナー補佐よりご挨拶

◎出席報告
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本日、池上様よりクラブに関するレクチャーを頂き

茅ヶ崎湘南ＲＣ） 例会に

ました。ありがとうございました。何分不慣れで右も左もわかり

おじゃまさせていただきました。昨年は小林会長、今年は和田

ませんが、先輩方からご指導を頂きながら、徐々に慣れていきた

会長、次年度は出口会長をはじめ諸先輩方には大変お世話にな

いと思います。よろしくお願いします。

っております。地区とクラブとの距離を少しずつでも近づける

大箭剛久君

よう努力致しますので、よろしく御指導お願い致します。

で、まずは早くロータリーの歌を覚えたいと思っています。よろ

鈴木希久夫様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 二回目のメーキャップをさ

しくお願いします。

せていただきます。昨日イニシエーションスピーチも終了しま

杉本行廣君

した。少しボケも入り、何をいっているのか自分でも混乱しま

そ。ご入会の大箭君・大木君おめでとう。ご活躍を期待していま

した。この調子で会社でミーティングしたらと考えますと「先

す。諸事お祝の諸兄おめでとう。

加藤盛久様（次年度ガバナー補佐

今日からお世話になります。歌うのは大好きですの

茅ヶ崎湘南ＲＣ加藤様・鈴木様、当クラブへようこ

がないのかな」と思いました。皆様、こんなに早くお目にかか

下里洋一君

加藤盛久次年度ガバナー補佐、大役頑張って下さい。

れて嬉しいです。これからも宜しくお願いします。

清水賢一君

ゲストの加藤様・鈴木様・西山様、ようこそ。諸事

加藤

お祝いのみなさま、おめでとうございます。

寛君

誕生祝有難うございます。加藤次年度ガバナー補

佐、ようこそ。

佐々木博君

出口敬純君

とうございました。後任の西山もよろしくお願い致します。

大箭さん、大木さん入会おめでとうございます。

あたたかくお迎え頂き、大変お世話になり、ありが

加藤ガバナー補佐、西山さん、鈴木さんようこそ。

（氏名不詳）

成田栄二君

申し上げます。

お客様ようこそ！茅ヶ崎湘南ＲＣの加藤次年度

ガバナー補佐、ご苦労様です。新会員の方々入会おめでとうご

稲毛

ざいます。私を含め、諸事お祝いの方々おめでとうございます。

お祝いの皆様、おめでとうございます。

和田幸男君

［本日 25 件、41,000 円です］

大箭さん、大木さん入会おめでとうございます。

隆君

小林さん入会おめでとうございます。諸事お祝い
ゲストの皆様、ようこそいらっしゃいました。諸事

ゲストの皆さん、ようこそいらっしゃいました。
伊藤留治君

次年度ガバナー補佐加藤さん、本日はようこそ。

池上

加藤盛久次年度ガバナー補佐、ようこそ。新会員

實君

の大箭君・大木君、はやくクラブになじんで下さい。
山口利通君 ①加藤盛久さん、ガバナー補佐ご就任おめでとう
ございます。加油！

②佐々木さん、ご栄転おめでとうござい

ます。また融資の時にはお伺い致しますので、よろしく！
平井

茂君

お客様ようこそ。諸事お祝いの皆様、おめでとう
左から新会員の大箭剛久君・大木暁君、退会の佐々木博君

ございます。
半田朋子君

諸事お祝い申し上げます。大箭様・大木様、入会

おめでとうございます。今後とも宜しくおねがい致します。
岩澤あゆみ君

次年度で同じソングリーダーだったはずの

佐々木さんがご異動となられ、さみしい上に心細いです。ぜひ
横須賀から指揮をしに来て下さい！そしてビジターの鈴木様。
ハンサムな私の同級生のお父様だと知り、これまたロータリー
のつなぐ縁だなと。ハンサムな同級生はお父様似でありまし
た。
加茂正司君

次年度ガバナー補佐の加藤さん、宜しくお願いし

ます。湘南の鈴木さん、ようこそ。入会予定の西山さん、宜し
く。新会員の皆様、諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。
粂

仁夫君

加藤盛久次年度ガバナー補佐、ようこそ。新会員

の大箭剛久君・大木暁君、ようこそ。諸事お祝いの皆様、おめ
でとうございます。
河本啓伸君

湘南ＲＣの鈴木様ようこそ。そろそろ当クラブへ

の移籍もご考慮下さいませ。佐々木さん、あんたも私に断りな
くやめていいと思ってるんですか？また一緒に飲みましょう。
小林

亨君

新会員の皆様、よろしくお願いします。諸事お祝

の方、おめでとうございます。
小澤耕一君
ります。

新会員の大箭君・大木君、ようこそ。ご活躍を祈

上左）米山功労者表彰の成田会員
右）出席表彰の成田会員・出口会員
中左）雑誌・杉本会員 下左）親睦・
古知屋会員 下右）誕生祝の加藤会
員・横山宏実会員

