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201４年 1 月 9 日（木） 第２６０９回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 25
＊＊＊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［水嶋聡会員］

◇諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦・雑誌

◎ゲスト・ビジター紹介
伊藤倫子様（伊藤会員夫人）大箭美紀様（大箭会員夫人）
◎諸事お祝
☆誕 生 祝 澤邑重夫君 ・ 梅田弘人君 （佃煮セット）
歌唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 伊藤留治君♥倫子様・大箭剛久君♥美紀
様・山口利通君 （グルメセット・ご夫人：花束）
☆出席表彰 杉本行廣君（４１年） （食事券）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊次年度クラブ指導者に向けた 『公共イメージセミナー』
開催の案内
・１/２４（金） １４：３０～１７：００ ・藤沢産業センター８F
『情報ラウンジ』
＊ポール・ハリス・ソサエティ入会の案内
＊『地区便覧』 作成のためのアンケートの件 提出期日：１
/３１(金)
＊『ロータリーの友』 電子版の案内
＊『ロータリーの友』 ６月「趣味職業別親睦活動月間」特集
記事 企画への協力依頼
＊２０１３‐１４年度 地区資金本会計、事業費会計の負担金
送金の依頼
◇米山記念奨学会より ２０１３年度下期普通寄付金の依頼
◇ＩＭホストクラブ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）より 『ＩＭ』及び『懇親
会』 参加人数連絡の依頼
◇ガバナー補佐より 第７回会長幹事会 開催通知 ・１/
１５(水) １８：３０～ ・茅ヶ崎「熊や別館 弥栄（やさか）２階」
◇茅ヶ崎中央ＲＣより 創立３０周年記念事業＜世界
へ羽ばたけ！ 若人よ！＞（講演及びフリーディスカッシ
ョン）

他

◇ロータリーの友 １月号 ◇ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷ
Ｓ ２０１４年１月号
◇ＡＭＤＡジャーナルダイジェスト ◇タウンニュース（消防
団旗及び５高祭支援金寄贈記事・賀詞挨拶 掲載号）
◇年賀状 （玉蘭荘・ガバナー・ガバナー補佐・鎌倉大船
ＲＣ・茅ヶ崎青年会議所・大槌湾ほたて養殖組合・ＧＳＥ
2011-2012 ＢRＡＺＩＬ/ＪＡＰＡＮ・全国ＲＣ野球大会 他） 着
◎例会変更
☆藤沢北
１/１７（金） かまぼこの里 （新年会）・１/２４
（金） 産業センター （アッセンブリー） ２/７（金） グランド
ホテル湘南 （財団学友演奏会）
・２/２１（金） ＩＭ振替
☆藤沢南
１/２７（月） １８：００点鐘 銀座アスター藤沢
賓館 （新会員歓迎会）

☆平 塚
に振替

１/３０（木） ⇒ ２/１（土） 第８グループＩＭ

理事会議事録［１月度定例理事会］
①ＩＭについて
２月８日・12：00 なんどき牧場集合、昼食後 IM 会場
に向かう
②クリスマス家族例会 収支報告について
別紙参照、例年以上に大勢の方に参加頂きました
③加茂正司会員・小林八重子会員 退会について
承認
④上半期収支報告 おおむね予定通り、承認
⑤その他
次回定例理事会は２月１３日（木）
高南駅伝への寄付、３万円で承認
２０１４年シドニー国際大会への再度参加登録のお願
い（加藤会員）

◎出席報告 大箭剛久会員
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スマイル報告 杉田祐一会員
伊藤留治君 一緒になって 56 年になります。本日はお招きあ
りがとうございます。
出口敬純君＆横山貢君 新年あけましておめでとうございま
す。伊藤夫人、大箭夫人ようこそいらっしゃいました。諸事お
祝の皆様おめでとうございます。
大箭剛久君 本日は結婚祝をいただき、ありがとうございます。
本来であれば御礼に一曲歌うところですが、お時間の都合上、
冒頭の「奉仕の理想」でご勘弁下さい。
田中賢三君 本年もよろしくお願い致します。伊藤御夫妻・大
箭御夫妻、結婚記念祝大変おめでとうございます。昨年末には
すばらしいクリスマス家族会、たいへん有難うございました。
池上 實君 本年もよろしくお願い致します。健康に気をつけ
て、ロータリーライフを楽しみましょう。
小澤耕一君 今年も諸兄姉のエネルギーを頂いて、元気な一年
を過ごしたいと念じています。
平井 茂君 信念には賀状たくさんいただき有難うございま
す。小生、毎年賀状欠礼しておりますので、ここでごあいさつ
申し上げます。本年もよろしく。諸事お祝の皆様、おめでとう
ございます。
杉本行廣君 あけましておめでとうございます。結婚記念の伊
藤夫人・大箭夫人おめでとうございます。出席表彰ありがとう
ございます。
程島利通君 諸事お祝の皆様、お目出度うございます。
下里洋一君 新年明けましておめでとうございます。
大森久巳男君 新年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。本年も宜しくお願い致します。
吉田恵子君 年末年始にかけて、この寒いのに雪の高山から白
川郷に行ってまいりました。本年もよろしくお願いします。
山口利通君 皆様あけましておめでとうございます。本日御祝
の皆様、伊藤ご夫妻、大箭ご夫妻、おめでとうございます。山
口さんもおめでとうございます。
加藤 寛君 新年おめでとう御座位ます。諸事お祝の皆様、か
さねてお祝い申し上げます。
清水賢一君 明けましておめでとうございます。諸事お祝のみ
なさま、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
和田幸男君 あけましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。
小林 亨君 新年をむかえおめでとうございます。今年もよろ
しくお願いします。
加瀬義明君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。クラブ
の皆様、本年もよろしくお願い致します。
澤邑重夫君 お祝を頂きましておめでとうございます。本年も
何卒よろしくお願いいたします。
梅田弘人君 誕生祝有難うございます。クリスマス家族会有難
うございました。
河本啓伸君 明けましておめでとうございます。12 月 23 日「吹
奏楽５高祭」に出掛けてきました。看板にも、司会の挨拶にも
茅ヶ崎ロータリークラブへの感謝が溢れ、お客さんもたくさん
入ってくれました。運営の方々からよろしくお伝え下さいとの
ことでした。
斎藤信夫君 おめでとうございます。本年もよろしくお願いし
ます。
粂 仁夫君 伊藤夫人・大箭夫人ようこそ！諸事お祝の皆様、
おめでとうございます。
半田朋子君 新年おめでとうございます。ゲストの皆様、よく
いらっしゃいました。新しい年の１回目のロータリー会合、心
新たに皆様にスマイル。

修正出席率
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水嶋 聡君 明けましておめでとう御座居ます。本年もよろし
くお願い致します。皆様に幸有れ！
椋梨晴喜君 今年は家内と由布院に行って来ました。天気にめ
ぐまれて朝は銀の霜が一面に、日中は由布が岳の金に染まった
山一面、竹笹を見ながら旅をしました。
岩澤あゆみ君 新年あけましておめでとうございます。今年も
元気に、スマイルあふれる１年となりますように。
大木 暁君 明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
中山富貴子君 明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願いいたします。
杉田祐一君 明けまして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。本年もスマイル担当として励んで
まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
［本日 31 件、79,000 円でした］

誕生祝）左から澤邑会員・梅田会員

出席表彰）杉本会員

乾杯発声の小林副会長

結婚祝の山口会員

結婚祝。上）伊藤会員と倫子夫人

下）大箭会員と美紀夫人

