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2013 年 10 月 3 日（木） 第２５９７回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 13
＊＊＊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」

◇四つのテスト唱和［西山国男会員］

◇諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 姉妹クラブ 他

◎ゲスト・ビジター紹介

◎委員会報告

矢野嘉哉様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）

渡井克正様（綾瀬ＲＣ）

杉本弘子様（杉本会員令夫人） 大森敏江様（大森会員令

姉妹クラブ［小林亨会員・加藤会員］訪台の報告
情報［池上会員］10/17Ｒ勉強会について

夫人）

クラブ管理［河本会員］理事会にて承認された茅ヶ崎

◎諸事お祝

地区公立５校吹奏楽部による「５高祭」について
雑誌［程島会員］ロータリーの友 10 月号注目記事

☆誕生祝

清水賢一君・中山冨貴子君（佃煮セット）
歌唱：おめでとうロータリアン

理事会議事録［10 月度定例理事会］

9 月分：山口利通君 水嶋 聡君
☆結婚記念祝 杉本行廣君♥弘子様
江様

大森久巳男君♥敏

①四半期（7 月～9 月）会計報告について
現在まで順調

椋梨晴喜君 7 月分：小林八重子君
（グルメセット・ご夫人：花束）

②岡本辰男会員の送別会について
退会の承認・本人の意向により送別会は行わないこと

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より

で了承

＊クラブ役員キット ：
「クラブ会長要覧」
「クラブ幹事

③会員増強について

要覧」「クラブ会計要覧」「クラブ管理運営委員会の手

１１月７日茅ヶ崎「でん」にて会員増強委員会実施

引き」「クラブ会員増強委員会の手引き」「クラブ広報

その他

委員会の手引き」
「クラブ奉仕プロジェクト委員会の手

・２０１３年青少年交換学生受け入れ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）

引き」「クラブロータリー財団委員会の手引き」

の支援金協力について

＊地区大会：表彰について

ＲＩ会員増強・拡大賞（最

会員１人２０００円で了承

高の増加率）
（最高の新会員入会）の功績により当クラ

・2014－2015 年度青少年交換学生（吾妻圭）受け入れ：

ブが表彰されます。

推薦について

◇全国ロータリークラブ野球大会より

第３１回全国

ＲＣ野球大会親睦大会 参加・不参加お伺い
◇社会福祉法人神奈川県共同募金会より

＊「赤い羽

根共同募金」協力の依頼 ＊「あかいはね」Vol.24
◇ロータリーの友 １０月号

◇ガバナー月信 №４

◇タウンニュース
◎会報 着 台北西北・寒川・綾瀬

了承

・クラブ管理運営委員会（河本委員長）より市内５吹奏
楽部合同演奏会（５高祭）への後援願い
会場費など協力することで了承
・クリスマス例会アトラクションについて
姉妹デュオ｢マリエリカ｣依頼で決定
・田中会員より次年度クラブのサイクル、スケジュール
などの説明

◎出席報告 半田朋子会員
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スマイル報告 中山富貴子会員
渡井克正様（綾瀬ＲＣ） 本日はお世話になります。
矢野嘉哉様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 本日はお世話になります。昨
年 12 月にお招きいただいたのに、お礼が遅くなりすいません。
私事で恐縮ですが、11 月 16 日茅ヶ崎市民文化会館でライブし
ます！是非遊びにいらして下さい。
杉本行廣君 結婚記念で家内を例会にお招き頂きありがとうご
ざいます。53 年目になります。クラブとともに齢を重ねます。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。湘南
ＲＣ矢野様ようこそ。日頃は大変お世話になっています。本日
は家内も一緒にお祝いしていただき、ありがとうございます。
結婚 50 年になりました。過ぎてしまえば夢、まぼろしの如く
なりです。
小林八重子君 皆様の御結婚と御誕生をお祝い申し上げます。
お幸せに！
山口利通君 杉本夫人、大森夫人ようこそいらっしゃいました。
いつも御両人様はお若く、御主人様は幸せ者ですね。58 歳の誕
生祝、ありがとうございます。
出口敬純君・横山貢君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様、お
めでとうございます。台北西北ＲＣの 53 周年式典に行ってま
いりました。河本さん、会長代理ありがとうございました。
田中賢三君 湘南ＲＣの矢野さん、ようこそ。杉本御夫妻・大
森御夫妻、結婚祝おめでとうございます。諸事お祝の方々、お
めでとうございます。訪台の皆様、お帰りなさい。おみやげ有
難うございます。
伊藤留治君 杉本夫人、大森夫人、本日はようこそ。諸事お祝
の皆様、おめでとうございます。
池上 實君 杉本弘子様、大森敏子様ようこそ。諸事お祝の皆
様、おめでとうございます。
和田幸男君 お客様ようこそ。例会終了後、指名委員会を開き
ますので、委員の方、よろしくお願いします。山口さん、写真
ありがとうございました。訪台の皆さん、お世話になりました。
平井 茂君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。訪台の
皆様、お帰りなさい。
程島利通君 結婚記念祝・誕生祝の皆様、お目出度うございま
す。
吉田恵子君 きれいな秋晴れですね。諸事お祝申し上げます。
椋梨晴喜君 今日もよろしくお願いいたします。ここの所欠席
が多く、恐縮しています。
加藤 寛君 訪台の皆様、お疲れ様でした。
加瀬義明君 出口会長・横山幹事・成田さん・加藤さん・清水
さん・和田さん・小林さん、台湾滞在中はお世話になりました。
清水賢一君 誕生祝ありがとうございます。50 代最後の誕生日
です。台北では小林君にたいへんお世話になりました。
小林 亨君 お客様の渡井様、ようこそいらっしゃいました。
台北西北クラブ訪問参加の皆様のご協力に感謝いたします。諸
事お祝の方、おめでとうございます。
下里洋一君 杉本・大森両会員の奥様、おめでとうございます。
まだクールビズでよろしいのでしょうか？
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
梅田弘人君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
水嶋 聡君 本日も皆様に幸あれ！
西山国男君 杉本さん・大森さんの奥様いらっしゃいませ。諸
事お祝の皆様、おめでとうございます。
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粂 仁夫君 矢野様・渡井様ようこそ。ゲスト杉本弘子様・大
森敏江様ようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
澤邑重夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
成田栄二君 諸事お祝の方々、おめでとうございます。奥様方
ようこそ！茅ヶ崎湘南ＲＣの矢野さん、いつもお世話になって
います。
岩澤あゆみ君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。台湾
に行かれた皆様、お疲れ様でした。早いもので、親睦委員会で
は Xmas 会の企画が始まるようです。長年楽しみにしていた会
の運営サイドになるのもこれまた楽しみ。スマイルあふれるパ
ーティを企画します！
杉田祐一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。矢野さ
ん、渡井さん、ようこそいらっしゃいました。矢野さん、来月
のライブも楽しみにしております！
中山富貴子君 大森様、杉本様、ご結婚祝いおめでとうござい
ます。私にもお誕生日祝いありがとうございました。
［本日 31 件、64,000 円です］

上）誕生祝の水嶋会員・山口会員・清水会員・中山会員
下）結婚祝の杉本行廣・弘子ご夫妻、大森久巳男・敏江ご夫妻

上）結婚祝の小林八重子会員・椋梨会員
右）姉妹クラブの小林亨会員・加藤会員

