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201４年 5 月 8 日（木） 第２６２４回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 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」
◇推戴状授与 加茂正司君

◇四つのテスト唱和［中山富貴子会員］
◇諸事お祝

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦・雑誌

◎ゲスト・ビジター紹介
加茂正司君（名誉会員）
◎推戴状授与

加茂正司君（推戴状・名誉会員章）

◎諸事お祝
☆出席表彰

◇会長挨拶・理事会報告

成田栄二君（１７年） 出口敬純君（７年） 横山

貢君（３年） 杉田祐一君（１年） （食事券）
◎幹事報告

他

◎会報 着 台北西北 ・ 綾瀬
◎委員会報告
親睦［梅田会員］
：5/22 の親睦家族旅行についての確認
と 5/29 ミン君送別会についての確認
澤邑重夫会長エレクト：次週例会時にクラブ協議会を開
催する旨の連絡
雑誌［斉藤会員］
：ロータリーの友５月号注目記事紹介

◇国際ロータリーより
＊クラブと地区の役員のためのニュースレター「Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａｄｅｒ」
２０１４年５月号
＊ＲＩ理事会の決定について
･新会員と退会者の情報を（入会・退会から）３０日以内に報告
･次期クラブ役員の情報を毎年２/１までに報告する
以上の変更により、クラブ会費（ＲＩ）請求書の改善・新会員への
迅速な支援等が期待される。
◇ロータリーの友 ５月号

◇タウンニュース

◎例会変更

①半期会計報告

承認

②規定審議会提唱･採択記念植樹 里山公園『欅』のロー

☆茅ヶ崎中央 ５/１６（金） １８：３０点鐘 モキチフーズガーデン
５/３０（金） １８：３０点鐘 モキチ トラットリア（香川）
☆藤沢南

理事会議事録［５月度定例理事会］

５/２６（月） １８：３０点鐘 「大海」 （新会員歓迎会）
６/１６（月） ⇒ ６/１４（土） １１：００点鐘 「殿綱」片

瀬西浜海岸 （３ＲＣ合同例会）
６/３０（月） ⇒ ６/２９（日）～３０（月） 箱根 （最終

タリープレート作成の件

承認

③2014～2015 年度 組織図の件

承認

④その他
・クールビズ

5 月～10 月

・田中会員より 2015～2016 年度地区副幹事に和田幸男
（決定済み）
・澤邑重夫・出口敬純・横山 貢・河本啓伸・

例会 一泊移動親睦例会）

古知屋光洋・大箭剛久・岩沢あゆみ・加藤寛・以上を推

☆藤沢北西 ５/２２（木） １１：００点鐘 少年の森清掃移動例会

薦

６/１２（木） １２：００点鐘 こぶし荘植栽移動例会の為
☆平塚南

５/２３（金） ⇒ ５/２１（水） 家族親睦バス旅行

☆平塚西

６/２５（水） ⇒ ６/２２（日） 納会

承認

・茅ケ崎市役所教育推進部社会教育課より第４５回関東
甲信越静社会教育研究大会神奈川大会協賛のお願い
承認

◎出席報告 半田朋子会員
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回
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スマイル報告

杉田祐一会員

加茂正司君

身に余る名誉を戴きまして有難うございます。何

かとご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

粂

仁夫君

小林

修正出席率

８６．１１％

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

亨君

諸事お祝の方、おめでとうございます。加茂さんよ

うこそ！

先日 4 月 26 日・27 日に行われました神奈川フー

下里洋一君

横山さん、茅ヶ崎メンチ優勝おめでとうございます。

ドバトルに茅ヶ崎市代表で出店しました結果、当店名物茅ヶ崎

西山国男君

加茂さん、いらっしゃいませ。諸事お祝の皆様、お

メンチが悲願の金賞を受賞することが出来ました。これも沢山

めでとうございます。

の皆様に支えられた結果として大変嬉しく思っております。あ

岩澤あゆみ君

りがとうございます。皆様に感謝！

催しました。茅ヶ崎ロータリーのメンバーの方も沢山ご参加頂き

出口敬純君＆横山貢君

ましてありがとうございます。何かを開催するというのは本当に

横山

貢君

加茂さん、今日推戴状をお渡しします。

昨日は茅ヶ崎ＪＣで憲法タウンミーティングを開

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。横山幹事、神奈川フ

大変ですが、この経験をロータリーの地区大会に活かします！

ードバトル優勝おめでとう。

大木

池上

を締める時間が節約できて、朝助かっています。

實君

名誉会員加茂さんようこそ。なんどきさん、
「茅ヶ

暁君

今月からクールビズがスタートしました。ネクタイ

崎メンチ」Ｂ級グルメ第一位金賞おめでとう。私の孫弟子２名

中山富貴子君

が明日ＮＨＫで放映されます。観てやって下さい。

す。美しいサンセットをバックに、河本さんライブとてもすてき

河本啓伸君

でした。新緑のさわやかな季節にスマイル！

多くの方々にライブにおいで頂き、ありがとうご

諸事お祝の皆様、加茂さん、おめでとうございま

ざいました。私の素晴らしい楽器演奏技術にスリルとサスペン

杉田祐一君

スを感じて頂けたなら幸いです。恐ろしいことに第２回ライブ

してから早一年、まだわからないことばかりですが、引き続きご

が既に企画されています。また物騒な連絡が行くと思われます

教示のほどよろしくお願いします。

が、何卒よろしくお願いします。

［本日 28 件、49,000 円です］

伊藤留治君

古知屋さん、先日はありがとうございました。入会

加茂さんようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとう

ございます。
平井

茂君

加茂さんいらっしゃい。諸事お祝の皆様、おめで

とうございます。
吉田恵子君

横山さん、金賞おめでとうございます。河本さん、

ライブ出席できず残念でした。諸事お祝申し上げます。箱根園
の大島桜の満開の花を見てまいりました。素晴らしかったです。
成田栄二君

諸事お祝の方々、おめでとうございます。加茂さ

ん、名誉会員推戴状授与、おめでとうございます。
杉本行廣君

久しぶりに理事会に出席し、次年度のはじまりと

歳月の速さを再認識しました。加茂さんようこそ。お祝の諸兄
おめでとう。
和田幸男君

加茂名誉会員ようこそ。杉田さん、岩澤さん、Ｊ

Ｃの憲法討論会、お疲れ様でした。
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。来週は

会社創立 97 周年パーティで欠席です。22 日の親睦家族旅行、
楽しみにして下さい。
水嶋

聡君

皆様に幸有れ！

清水賢一君

諸事お祝のみなさま、おめでとうございます。加

茂さん、毎週おこしください。
山口利通君

横山幹事さん、この度は神奈川県フードバトルで

なんどきのメンチカツが優勝！おめでとう。
澤邑重夫君

Ｒ
俳
句
（
五
月
八
日
）

加茂さんようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとう

ございます。来週はクラブ協議会です。よろしくお願いいたし
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。加茂

様ようこそ。名誉会員おめでとう！
加瀬義明君

古知屋さん、土曜日はお世話になりました。楽し

かったです。出席表彰の皆様、おめでとうございます。
古知屋光洋君
ございます。

横山さん、神奈川フードバトル金賞おめでとう
5 月 8 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

