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2014 年 10 月 2 日（木） 第２６４４回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 13
＊＊＊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［杉田会員］

◇表彰・諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦 他

◎ゲスト・ビジター紹介
松崎英剛様（相模原ＲＣ）薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 加茂正司君
（名誉会員）木村信一様（マルシン空調株式会社 代表取締役
澤邑会員ゲスト）杉本弘子様（杉本会員令夫人）大森敏江様（大
森会員令夫人）
◎諸事お祝
☆誕生祝 加茂正司君 清水賢一君 中山冨貴子君
☆結婚記念 杉本行廣君♥弘子様 大森久巳男君♥敏江様
亀井信幸君
☆米山功労者 第３回マルチプル 河本啓伸君（感謝状 授与）
☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー第４回 成田栄二君 （Ｍ
ＰＨＦピン 授与）
◎委員会報告
姉妹クラブ［加藤会員］
：台北訪問報告と例会後に 2015 年度
地区大会実行委員会開催のお知らせ
会報［河本会員］
：年次報告の完成・配布と 11 月 15 日（土）
ライブの告知
親睦［岩澤会員］
：10 月 30 日（木）ラスカに於いて新会員歓
迎会開催。点鐘 18:00。
雑誌［池上会員］
：ロータリーの友 10 月号注目記事紹介

＝９月度定例理事会議事録＝
１．地区大会実行委員会の設置について
2015 年 10 月 24～25 日の地区大会の準備委員会を実行委員会に
移行することについて澤邑会長より提案があり承認された。
また実行委員長は山口会員とすることも併せて承認された。
２．55 周年実行委員会の設置について
大森年度の 55 周年記念式典について実行委員会を設置する事を
澤邑会長より提案があり、慣例通り直前会長が委員長（澤邑会員）
となる事が承認された。
３．10/30 新会員歓迎会について
岩沢親睦委員長より、別紙の通り説明があり承認された。
４．職業分類の追加について
新会員入会に伴い職業分類に行政書士・水産物加工販売を追加す
ることを澤村会長より提案があり承認された。
５．その他
古知屋幹事より
3ＲＣガバナー公式訪問の決算書の説明があり承認された。
澤邑会長より
10 月 19 日の地区大会で 10 時茅ケ崎駅北口山鉄前にバスを手配
する旨説明があり承認された。
規程審議会の 6 案件について茅ケ崎ＲＣ提案以外の案件は反対
とすることが承認された。
出口直前会長より
指名委員会は現在慎重に準備中と報告あり。
和田副会長より
慶弔規程の結婚祝い（特に家族について）祝い金支給について、
規程が曖昧なため見直す方向である旨承認された。
岩沢親睦委員長より
クリスマス家族会について、本年茅ケ崎市とホノルル市との姉妹
都市締結があったのでハワイアン風で行ないたい旨提案があり
承認された。
田中会員より
長期休会員について、クラブとして積極的にアプローチして欲し
いと提案があり承認された。

◎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

松崎英剛様（相模原ＲＣ） 初めまして。相模原ＲＣの松崎と申しま
す。２歳まで茅ヶ崎に住んでおりました。親クラブの皆様とご一緒で
きて光栄です。よろしくお願い致します。
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 東京銀座ロータリークラブの薗です。
居心地が良いのでまたお邪魔しました。
加茂正司君 ご無沙汰しています。今月７日で 72 歳になります。年
男です。誕生祝を有難うございます。
澤邑重夫君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとうございま
す。北村さん、杉本さん、入会おめでとうございます。木村さん、ロ
ータリークラブでは、素晴らしい勉強ができること間違いなしです。
何卒入会をご検討下さいませ。本日社労士会に出席せねばならず、や
むなく欠席いたします。和田副会長にすべてお任せいたします。何卒
よろしくお願いいたします。
古知屋光洋君 北村さん、杉本さん、入会おめでとうございます。木
村さんようこそ。入会お待ちしています。
杉本行廣君 結婚記念祝に家内をお招き頂き、ありがとうございます。
クラブの歴史と同じで 54 年になります。又、二男を入会させて頂く
ことになり、感謝申し上げます。諸事お祝の諸氏、おめでとうござい
ます。
小澤耕一君 画期的な台北西北クラブ訪問旅行に参加させて頂き、ま
ことに有難うございます。澤邑会長のリーダーシップ、加藤寛会員の
プロデュースに感謝します。また、参加諸兄姉に大変お世話になりま
したこと、厚く御礼申し上げます。
和田幸男君 ゲスト・ビジターの皆様、ようこそ。台北西北ＲＣ訪問
の皆さん、お世話になりました。杉本さん、北村さん、入会おめでと
うございます。
平井 茂君 大森さん・杉本さんの奥様ようこそ。加茂さん、いらっ
しゃい。杉本剛昭さん、北村公子さん、ご入会おめでとうございます。
今後ともよろしく。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。台北に
行ってきました。加藤さん、ほんとうにお世話になりました。
田中賢三君 大勢のゲスト・ビジターの方々に来ていただき嬉しい限
りです。台湾訪問たいへんお世話になり、写真も有難うございました。
諸事お祝の方々、おめでとうございます。
加藤 寛君 台北西北クラブ訪問、無事帰りました。皆様ありがとう。
大森久巳男君 相模原ＲＣ松崎様、名誉会員加茂様、澤邑会員ゲスト
木村様、杉本会員令夫人、ようこそいらっしゃいました。新会員杉本
剛昭さん、北村公子さん、心から歓迎致します。表彰の河本さん・成
田さんおめでとうございます。
池上 實君 ゲスト・ビジターの皆々様ようこそ。新会員の杉本様、
北村様、こころより大歓迎いたします。諸事お祝の皆様、おめでとう
ございます。台北訪問旅行楽しかったです。家内共々、御同行の皆様
に感謝感謝。心より御礼申し上げます。
杉本剛昭君 本日入会致しました。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
亀井信行君 お祝を頂き、ありがとうございます。
山口利通君 杉本夫人、大森夫人、結婚祝おめでとうございます。よ
くぞこれ迄…。北村さん、Ｊ杉本さん、ご入会おめでとう。これから
ロータリーライフを大いに経験して下さいね。
北村公子君 今日から入会させていただきます。どうぞよろしくお願
い致します。
吉田恵子君 台湾では加藤さん大変お世話になりました。同行の皆様、
楽しかったです。諸事お祝申し上げます。
成田栄二君 北村さん、杉本さん、入会おめでとうございます。木村
さん、入会お待ちしています。諸事お祝の方々、おめでとうございま
す。台北訪問の方々、お疲れ様です。
伊藤留治君 入会される杉本さん、北村さん、歓迎します。諸事お祝
の皆様、おめでとう。
程島利通君 姉妹クラブ訪問の皆様、ご苦労様でした。河本さん、プ
ロジェクターの修理有難うございました。
出口敬純君 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。台北参加の皆様お疲れ様。
加藤さん色々ありがとうございました。
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。
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。北村さん、杉
本さん、入会おめでとうございます。
下里洋一君 新会員のお二人、入会おめでとうございます。結婚記念
祝の杉本さん・大森さんの奥様おめでとうございます。阪神タイガー
スは何とか２位・３位で終り、この後が楽しみで、ドキドキです。

修正出席率
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水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
富田桂司君 皆様、台湾訪問おつかれさまでございました！
梅田弘人君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。本日、アジア
大会女子マラソンで弊社所属早川選手が出場しました。結果は残念な
がら４位でした。
河本啓伸君 たくさんのお客様、いらっしゃいませ。こんな日にあれ
ですけど、11 月 15 日（土）誰も遊んでくれる人がいない人は、是非
かわもとひろのぶライブで慰められましょう。手帳に書いておいてネ。
西山国男君 ゲスト・ビジターの皆様、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。
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。台湾では、いろいろとお世話になり、
ありがとうございました。
大箭剛久君 台湾楽しませて頂きました。また是非参加したいです。
杉田祐一君 ゲスト・ビジターの皆々様ようこそいらっしゃいました。
杉本剛昭様、北村公子様、入会おめでとうございます。今後ともよろ
しくお願い致します。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
中山富貴子君 諸事お祝申し上げます。台湾では加藤さん大変お世話
になりました。本日は誕生祝ありがとうございます。
［本日 34 件、88,000 円です］

9 月 26 日の台北西北
扶輪社チャーターナ
イトに当クラブから
は全姉妹クラブの中
で最多の 23 名が参加。
写真上は前夜祭での
和服姿。左は玉蘭荘へ
の訪問。

