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201４年 2 月 13 日（木） 第２６１４回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 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」

◇四つのテスト唱和［大木暁会員］

◇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 他

◎ゲスト・ビジター紹介
ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生）
◎諸事お祝
☆誕 生 祝 杉本行廣君・出口敬純君・加瀬義明君・中島
哲男君（佃煮セット） 歌唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 和田幸男君 （なんどき牧場セット）
☆出席表彰 清水賢一君（5 年） （食事券）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊財団室 NEWS 2014 年 2 月 ＊クラブと地区のリー
ダーのためのニュースレター
◇ガバナー事務所より
＊ 会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ ナ ー (PETS) 開 催 通 知 ・
3/12(水) 10:00 点鐘・グランドホテル湘南
＊地区研修協議会開催の案内 4/20(日) 13:00 点鐘・東
海大学湘南キャンパス・登録締切:3/17(月)
《出席義務者》次年度クラブ会艮・次年度クラブ幹事・
次年度クラブ奉仕担当者及び次年度会長エレクト・次
年度広報雑誌担当者・会員増強各担当者・次年度職業
奉仕担当者・次年度社会奉仕担当者・次年度国際奉仕
担当者・次年度青少年奉仕担当者・次年度ロータリー
財団担当者・次年度米山奨学担当者・次年度クラブ研
修リーダー(R 情報委員長) ・新会員
・添付書類: 2014 年地区研修協議会プログラム(案) ・
クラブ登録用紙・会場へのアクセス方法・湘南キャン
パス(アクセスマップ、校舎内マップ)
◇薬物の乱用はあなたとあなたの周りの社会をダメに
します！ (冊子・ポスター)
◇ロータリー日本財団より 確定申告用寄附領収証に
ついての依頼
◇米山記念奨学会より 確定申告用領収証[税額控除に

◇米山記念奨学会より 確定申告用領収証[税額控除に
係る証明書写し付]送付の件
◇ロータリーの友より 2014-15 年度版「ロータリー手
帳」購入依頼 1 部:648 円締切:2/25
◇茅ヶ崎中央 RC より 創立 30 周年記念講演会＆パネ
ルディスカッション「世界へ羽ばたけ！若人よ！ 」パ
ンフレット
4/5(土) 13: 30 開演・茅ヶ崎市役所分庁
舎 6F コミュニティーホール・事前申込制
◇ロータリーの友 2 月号 ◇ガバナー月信 No. 8
◎例会変更
☆藤沢北
3/21 金)休会(祝日のため)
3/28(金) ⇒ 3/23(日)ピースウオーク
☆藤沢北西 2/27(木) ⇒ 2/22(土)3:30 点鐘藤沢市民会
館小ホール(第 3G IM と 8RC 合同例会の為)
◎委員会報告
親睦［梅田会員］
：５月の親睦家族旅行について
雑誌［程島会員］
：ロータリーの友５月号注目記事
理事会議事録［２月度定例理事会］
①親睦旅行の件 梅田会員より 日帰り 5 月 22 日 で
決定 承認 見積り数社募る
＝その他＝
・次年度地区財務委員会委員の選任について、杉田祐一
君を候補者として選任することを承認
・2 月 8 日ＩＭ申告者はすべて例会出席扱いに 承認
・池上会員より クラブ会長・幹事・エレクト・ノミニ
ー 研修委員会は例会出席扱いに 承認
・池上会員より 冊子「これだけは知っておきたいロー
タリーの基礎」全員購入で決定 承認
・湘南ロータリークラブとの合同例会は後日打ち合わせ

◎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
出口敬純君 誕生祝ありがとうございます。
清水賢一君 新人のつもりでおりました。これからもよ
ろしく。
出口敬純君＆横山貢君 ミン君ようこそ！諸事お祝の皆
様おめでとうございます。雪の中、ＩＭお疲れ様でした。
和田幸男君 結婚記念祝ありがとうございます。なんと
かやってます。
池上 實君 立春過ぎの大雪、皆様いかがでしたか？諸
事お祝の皆様、おめでとうございます。本日、第３回ロ
ータリー勉強会を例会後開催致します。御出席のほど
を．．
．
杉本行廣君 来週の例会日だと 78 才のジャストデーで
すが、早めの誕生祝ありがとうございます。諸事お祝の
諸兄、おめでとうございます。
平井 茂君 奨学生のミン君ようこそ。諸事お祝の皆様、
おめでとうございます。池上さん、勉強会ご苦労様です。
明日も大雪だそうですよ！
吉田恵子君 雪の２日間は一歩も外に出ませんでした。
寒川の合同例会には欠席してしまい、申し訳ありません
でした。諸事お祝申し上げます。
河本啓伸君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
水嶋さん、ＩＭの写真ありがとうございます。岩澤さん・
半田さん・中山さん、チョコをありがとうございます。
併せて、女性会員誕生一周年を祝します。大森さん、吉
田さん、ひと安心ですネ。私も安心しました。
加瀬義明君 誕生祝ありがとうございます。池上先生、
このあとの勉強会、宜しくお願い致します。
小澤耕一君 寒さも底と思いますが、寒いですね。明日
もまた雪とか。風邪にご注意下さい。チョコレート有難
うございました。
半田朋子君 諸事お祝申し上げます。ミン君、よくいら
っしゃいました。先週の大雪、大変でしたネ。明日から
の箱根も雪ではないかと心配しております。何事もない
ことを祈っています。
西山国男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
澤邑重夫君 諸事お祝の皆さま、おめでとうございます。
そろそろ地区協議会のお知らせも入って参りました。こ
れから徐々にお願いしてまいりますので、ご協力のほど、
何卒よろしくお願いいたします。
小林 亨君 ＩＭの時は、大変ごくろうさまでした。諸
事お祝の方、おめでとうございます。
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
ヴー・ホアン・ミン君ようこそいらっしゃいました。
岩澤あゆみ君 茅ヶ崎ロータリーに入会してちょうど１
年になりました。とにかく例会に出席することに一生懸
命なうちに１年が過ぎてしまいました。『ロータリアン
であるということ』をしっかりと学ぶ２年目にしたいと
思います！

修正出席率

９１．１８％

大木 暁君 明日は娘の高校受験です。祈る思いです
が、雪が心配です。
大箭剛久君 ソチオリンピック、日本選手団の活躍に期
待してます。頑張れ、ニッポン！
椋梨晴喜君 ヴー・ホアン・ミン君ようこそいらっしゃ
いました。宜しくお願いいたします。
杉田祐一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
ヴー・ホアン・ミンさんようこそいらっしゃいました。
中山富貴子君 諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。ＩＭは雪の為に欠席をさせて頂き申し訳ありません
でした。今月で入会して一年になりました。皆様の温か
いお気持ちにスマイル。
［本日 23 件、40,000 円です］

