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201４年 4 月 10 日（木） 第２６２１回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 37
＊＊＊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「我等の生業」

◇四つのテスト唱和［杉田祐一会員］

◇諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 雑誌 他
◇茅ヶ崎市消防団より 消防団長退任（廣瀬康男様） と
消防団長就任（長嶋 裕様）の挨拶
◇ロータリーの友４月号 ◇ガバナー月信№１０ ◇ＲＩ日
本事務局『財団室ＮＥＷＳ』２０１４年４月号
◇インターアクト通信４月号
◇タウンニュース ◇さぽせんニューズ
レター２０１４年春号
◎委員会報告
雑誌［程島会員］
：ロータリーの友
４月号注目記事

Ｒ俳句（四月一〇日）

紅刷いて女華やぐ春ショール

鶯や丹沢の嶺々いよよ紺

城址より見下ろす街の花曇

夜桜やぬれて名残の隅田川

ひと ひ

橋立の砂洲長々と春の潮

つ

めまとひを伴れて一日の山歩き

うそ

照り鷽や貸し杖を選る登り口

花見鳥京一望の山の沼

彼岸寺畳座敷の親しけり

小手毬の揺れの楽しさ束ね持ち

小澤 留峰

清水けん一

平井しげる

池上 玉章

角田とし子

◎ゲスト・ビジター紹介
薗 信夫様（東京銀座）
◎表彰
☆米山功労者 第１回 出口敬純君（感謝状 授与）
☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 第１回
亀井信幸君（ＰＨＦピン 授与）
◎諸事お祝
☆誕生祝
小澤耕一君 ３月：長谷川静雄君 （佃煮セット）
☆結婚記念祝
横山 貢君・加藤 寛君・程島利通君・出口敬純君・西
山国男君、２月：長谷川静雄君 （なんどき牧場セット）
☆出席表彰
小林 亨君(１５年) （商品券）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊ガバナー月信第１０号（４月号）訂正・変更の通知
・訂正･･･綾瀬ＲＣ創立記念式典 ５/１４（水）⇒５/１３（火）
・日程変更･･･ガバナー補佐会議（ＡＧ拡大連絡会議） ５
/１３（火）⇒５/１２（月）
◇ガ バ ナ ー 補佐 よ り
第 １ ０ 回 会 長・ 幹 事 会 開 催 通
知 ・４/１６（水） １８：３０～ ・寒川「東風園」
◇藤沢ＲＣより 創立６０年記念式典並びに祝賀会のご案
内 ・５/２１（水）１５：００～ ・湘南クリスタルホテル５階
◇茅ヶ崎湘南ＲＣより
＊ＩＭ 報告書
＊茅ヶ崎産業フェア『ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ』キャンペーン
への協力依頼
・４/１９（土） ９：００～１７：００ ・４/２０（日） ９：００～１６：０
０ ・キャンペーン用 風船・ビラ配り 募金集め
・茅ヶ崎市民文化会館 駐車場 ちがさき産業フェア会場
７Ｂブース

4 月 10 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎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＆横山貢君

諸事お祝の皆様、おめでとうご

亀井信行君

８５．７１％

諸事お祝い、おめでとうございます。来週

は茅ヶ崎市・ホノルル市との姉妹都市締結に向けてホノ

ざいます。結婚祝ありがとうございます（出口・横山）。

ルルに行ってまいります。

小澤耕一君

杉田祐一君

誕生祝、有難うございます。幸い元気に第

修正出席率

東京銀座ロータリークラブの薗様ようこそ

87 回目（満 86 才）の誕生日を迎えることが出来ました。

いらっしゃいました。諸事お祝の皆様、おめでとうござ

長谷川静雄君

います。

今日は結婚祝と結婚記念のお祝を戴きあ

りがとうございます。常に誕生の意味と結婚の誓いを想

大木

暁君 今年は新入生 6 名が配属になりました。フ

い、楽しく毎日を過ごしています。これも皆様のお陰と

レッシュな雰囲気がとてもほほえましいです。

感謝致します。ありがとう。

中山富貴子君

程島利通君

お祝有難うございます。

そお越し下さいました。長谷川様・小澤様、お誕生日お

加藤

結婚記念祝有難うございます。なんとか仲

めでとうございます。見習いまして、すてきに歳を重ね

寛君

東京銀座ロータリークラブの薗様ようこ

良くやってます。

たいと思います。諸事お祝の皆様、おめでとうございま

平井

す。

茂君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

コバちゃんが皆出席 15 年、たいしたもんだ！小生、今日

［本日 25 件、63,000 円です］

は久しぶりの出席です。
西山国男君

結婚記念お祝ありがとうございます。来週、

新入職員が配属となります。大切に育てます。
小林

亨君

お客様ようこそ！諸事お祝の方、おめでと

うございます。私も出席表彰ありがとうございます。
伊藤留治君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

亀井君ようこそ。続けて出席して下さい。
池上

實君

春が来ました。お誕生、ご結婚、皆出席、

米山功労の皆々様おめでとうございます。
田中賢三君

諸事お祝の方々、おめでとうございます。

ロータリー絵画展、4/15～20 です。伊藤会員奥様と私が

左）マルチプルフェロー亀井会員 右）米山功労表彰の出口会長

出展しています。ぜひ鎌倉へお越し下さい。
大森久巳男君
和田幸男君

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
少し早退します。諸事お祝の皆さん、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。
吉田恵子君

中央公園の桜もちってまいりました。諸事

お祝い申し上げます。
成田栄二君

諸事お祝の方々、おめでとうございます。

東京銀座ＲＣの薗さん、ようこそ！
清水賢一君

諸事お祝のみなさま、おめでとうございま

す。東京銀座クラブの薗信雄さまようこそおいで下さい
ました。
水嶋

聡君

河本啓伸君

結婚祝。左から加藤・出口・程島・長谷川・横山貢・西山会員

皆様に幸有れ！
諸事お祝の皆様、おめでとうございます。4

月 27 日（日）のスーパースターのライブチケットが飛ぶ
ように売れ、残席わずか 91 のみとなりました。と言って
も、もとから 100 席しかありませんが．．．（涙）。只
今、早い者勝ち。その日やることがないという人は是非
河本にお声掛け下さい。
杉本行廣君
めでとう。

散る桜を惜しんで。諸事お祝の皆さん、お
左）出席表彰の小林会員

右）誕生祝の長谷川会員・小澤会員

