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2014 年 7 月 10 日（木） 第２６３３回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 2
＊＊＊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」 「覇気あれ我クラブ」

◇ガバナー補佐挨拶［塚原吉雄ガバナー補佐］

◇諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告［クラブ研修・雑誌］

◎諸事お祝
☆誕 生 祝
成田栄二君・半田朋子君・吉田恵子君 （くま
じセット） （お祝いの歌：おめでとうロータリアン）
☆結婚記念祝 成田栄二君 （なんどき牧場セット）
☆出席表彰 斉藤信夫君（１７年）・和田幸男君（１２年）・澤邑
重夫君（７年）・加瀬義明君（１年）（麦茶セット）
◎幹事報告
◇ＲＩ日本事務局より 自然災害を回避するために採られる休会
について
◇ガバナー事務所より
＊「米山月間」卓話についての依頼
＊米山学友会主催「クリーンキャンペーン」の通知
・７/２６（土） １１：００ ・小田急線「片瀬江ノ島駅」集合 ・会費：
３，０００円 ・申込期日：７/１８（金）
＊２０１４-１５年度 地区大会記念 親睦ゴルフコンペ案内
・９/８（月） ・湘南カントリークラブ ・締切：８/８（金） ・コンペ参
加費用：5,000 円 ・プレー代金 21,000 円
＊２０１３～１４年度 地区大会報告書
＊２０１３-１４年度公共イメージ委員会「一年の奇跡」
◇米山記念奨学会より ２０１４年度上期普通寄付金の依頼 ◇
ロータリーの友 ７月号 ◇タウンニュース
◎会報 着 台北西北・綾瀬
◎委員会報告
成田会員［クラブ研修］
：卓話ならびに反省会
スケジュール・グループ分けの確認
池上会員［雑誌］
：ロータリーの友７月号注目
記事の紹介
◆定例理事会議事録◆
①本年度予算について
スマイル会計が確定していないので正確な数字が現時点では
報告出来ないが、基本的には前年度を踏襲している。正確な
ものは今月末出来る活動計画書に記載される。但し会員１名
が退会のため３７名の予算、また消費税増税に伴い例会費が
2,500 円から 2,600 円になっている旨を澤邑会長より報告が
あり了承された。

②浜降祭後の海岸清掃について（社会奉仕活動）
西山社会奉仕委員長より別紙のとおり報告があり、提案のとお
り了承された。
③７月第４例会(７/３１)直前会長幹事慰労会について
岩沢親睦委員長より別紙のとおり報告があり、提案のとおり了
承された。
尚、粂会員の送別会も同時に行なうかは本人の意向を確認する
事とした。
④麻薬撲滅キャンペーン(８/２)について
西山社会奉仕委員長より別紙のとおり報告があり、提案のとお
り了承された。
⑤創立記念例会（８/７）について
澤邑会長より例年とおり開催したい（ビール等で伊藤会員が乾
杯、杉本会員による茅ヶ崎ロータリーの歴史の卓話）旨の提案
があり了承された。
⑥ロータリー財団・米山奨学事業について
⑦ポリオ・プラス寄付協力事業について
加藤理事よりロータリー財団 200 ドル、米山 15,000 円、ポリ
オ 40 ドル以上を目標とする、また出来ればベネファクター1 名
の提案があり了承された。
⑧その他
・澤邑会長より粂会員が 6 月末で退会（自身の健康と仕事の都
合）したい旨の申し出があり理事会で了承された。また粂会員
が理事（会計）だったため欠員補充で加藤会員を後任としたい
旨、提案があり了承された。
・和田会員増強委員長より、8 月 8 日（金）に会員増強委員会
開催したい（18 時よりなんどき牧場にて会費 5,000 円）旨、提
案があり了された。
・成田研修リーダーより別紙のとおり研修委員に
よる卓話を向こう 6 ヶ月毎月行ないたい旨、提案
があり了承された。
・加藤理事より、別紙のとおり台湾訪問について
提案があり了承された。
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スマイル報告 加瀬義明会員
塚原吉雄様（第４グループガバナー補佐・綾瀬春日ＲＣ） 茅ヶ
崎ロータリークラブ会員の皆様こんにちは。本日は新年度の挨拶
にお伺い致しました。一年間宜しく御協力お願い致します。
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 何度も Makeup させていただい
ているのにご挨拶遅くなりました。「遠くからいらっしゃった」
と紹介されましたが、浜須賀から来ました。
倉澤条太様（茅ヶ崎中央ＲＣ会長）・木村康治様（同幹事） 今
年度会長・幹事就任のご挨拶に伺いました。第４グループを代表
するクラブの皆様、一年よろしくお願い申し上げます。
澤邑重夫君 塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事、倉澤会長、木村
幹事ようこそ。出席祝をいただきまして有難うございます。
古知屋光洋君 茅ヶ崎中央ＲＣの倉澤会長、木村幹事ようこそお
いで下さいました。塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事、１年間よ
ろしくお願いいたします。
大森久巳男君 綾瀬春日ＲＣ塚原様・遁所様、御役目御苦労様で
す。茅ヶ崎中央ＲＣ会長倉澤様、幹事木村様、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。
和田幸男君 塚原ガバナー補佐ほか、お客様ようこそ。出席表彰
ありがとうございます。
成田栄二君 塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事ようこそ！茅ヶ崎
中央の倉澤会長、木村幹事、東京銀座ＲＣの薗さんようこそ。諸
事お祝の方々おめでとうございます。
田中賢三君 塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事、中央ＲＣの倉澤
会長、木村幹事の皆様ようこそ。今年一年よろしくお願い致しま
す。お客様ようこそ。諸事お祝の方々おめでとうございます。
伊藤留治君 塚原さん、遁所さん、倉澤さん、木村さん本日はよ
うこそ。
平井 茂君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。塚原ガバナ
ー補佐はじめお客様ようこそ。
加藤 寛君 塚原ガバナー補佐、本年も宜しく御指導の程を。お
客様ようこそ。
吉田恵子君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそいらっしゃいま
せ。台風が茅ヶ崎を避けてくれるよう祈ります。
斉藤信夫君 出席表彰ありがとうございます。塚原ガバナー補
佐、一年間お世話になります。中央ロータリークラブの倉澤会長、
ようこそ。
大箭剛久君 諸事お祝の皆様、併せてコルティーレに於いて挙式
のご両家、おめでとうございます。
半田朋子君 皆さんこんにちは。ゲストの皆様よくいらっしゃい
ました。諸事お祝申し上げます。台風の影響が気になります。何
事もなく通り過ぎます様に。
小澤耕一君 塚原ＤＧＡ、遁所幹事、暑い中をご来訪、ご苦労様
です。本年度、宜しくお願い致します。
清水賢一君 お客様ようこそ。諸事お祝のみなさまおめでとうご
ざいます。
出口敬純君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。塚原ＡＧ、
遁所補佐幹事、中央ロータリー倉澤会長、木村幹事いらっしゃい
ませ。
河本啓伸君

塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事、ようこそ。今後

お二人を「ヨシオーズ」と呼ばせて頂きます。この夏に「覇気あ
れ我がクラブ」と「我等は二度生まれる」のカラオケを作ってき
ますのでお楽しみに。
岩澤あゆみ君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。ゲスト・

ビジターの皆様ようこそお越し下さいました。今日は大木さんが
すっごく一生懸命スマイルを計算している姿にうっとり！スマ
イル担当のみなさま１年間がんばって下さい。
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池上 實君 第４グループガバナー補佐・塚原さんはじめ、ビ
ジターの皆様ようこそ。
西山国男君 ゲストの皆様、ようこそいらっしゃいませ。諸事
お祝の皆様おめでとうございます。
梅田弘人君 ゲスト・ビジターの皆様、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。
小林 亨君 諸事お祝の方、おめでとうございます。お客様よ
うこそ。特に塚原ガバナー補佐、よろしくお願いします。
中山富貴子君 塚原ガバナー補佐、遁所補佐幹事、ビジターの
皆様ようこそお越し下さいました。諸事お祝の皆様おめでとう
ございます。
水嶋 聡君 成田さん、半田さん、吉田さんおたんじょう日お
めでとうございます。成田さん結婚記念おめでとうございます。
塚原さま、遁所様、倉澤様、木村様いらっしゃいませ。皆様に
幸有れ！
大木 暁君 ゲスト・ビジターの皆様、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。Ｗ杯いよいよ
決勝です。先日のスマイルと矛盾しますが、アルゼンチンを応
援します。
加瀬義明君 塚原ガバナー補佐はじめゲスト・ビジターの皆様、
ようこそお越し下さいました。諸事お祝の皆様おめでとうござ
います。私も入会して１年、何とか全出席できました。お祝あ
りがとうございます。
［本日 30 件、52,000 円です］

