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2015 年 1 月 8 日（木） 第２６５６回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 25
＊＊＊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」
◇乾杯［発声：田中会員］

◇四つのテスト唱和［岩澤会員］
◇表彰・諸事お祝

◇幹事報告
◎ゲスト・ビジター紹介
伊藤倫子様（伊藤会員夫人）
◎表彰
新会員推薦認証品授与・・・田中賢三君
◎諸事お祝
☆誕生祝 亀井信幸君・澤邑重夫君・梅田弘人君（くまじセット）
歌唱：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 伊藤留治君♥倫子様・山口利通君・大箭剛久
君(なんどきセット)
☆皆出席表彰 杉本行廣君（４２年） （麦茶セット）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊２０１５年１月度ロータリーレートの通知 １＄＝１１８円
＊ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ ２０１５年１月号
＊「ロータリーリーダー」２０１５年 1 月 クラブと地区に役立つ情報
源
◇ガバナー事務所より
＊国際ロータリー第２７８０地区２０１７-１８年度ガバナー・ノミニー
確定宣言
相模原南ロータリークラブ会員 大谷新一郎君に確定
＊ガバナー月信 №６ ＊危険ドラッグ啓発ポスター
＊下半期 人頭分担金（本会計+事業会計）及び地区資金比例人
頭分担金 送金の依頼
＊『地区便覧』作成のためのアンケートの件
＊国際ロータリー第２７８０地区ローターアクト 第２６回地区年次
大会の案内
・大会テーマ『気づき』 ・２/１５(日)１３：００ ・メルキュールホテル
横須賀５Ｆパリ ・登録料：ロータリアン：8,000 円
＊Ｒ財団 ２０１４年携帯用カード記事紹介
◇ロータリーの友事務所より
＊『ロータリーの友』 電子版の案内
・閲覧方法 ： ロータリーの友ＨＰにアクセス⇒『ロータリーの友』
電子版をクリック⇒ＩＤ・ＰＷを入力
＊ロータリーの友 １月号

◇会長挨拶・理事会報告

◇委員会報告 雑誌 他
◇米山記念奨学会より ２０１４年度下期普通寄付金の依頼
◇日本初ロケット燃料開発・実験の地記念碑建立実行委員会より 委
員会報告
◇タウンニュース ◇年賀状 （玉蘭荘・ガバナー・茅ヶ崎青年会議
所・ＡＭＤＡ社会開発機構・他） 着
◎委員会報告
親睦［岩澤会員］
：1/29 新会員歓迎会 18:00 よりラスカ 6F にて
職業奉仕［大箭会員］
：2/17(火)秦野 RC
例会に参加後、ガバナーノミニーの会社
“金井酒造”に見学
雑誌［池上会員］
：ロータリーの友１月
号注目記事の紹介
＝１月度定例理事会議事録＝
１．クリスマス家族会決算について
岩澤親睦委員長より別紙の通り報告あり、但し支出合計が未確
定のため次月に再度報告すると説明あり了承する。
２．新会員歓迎会（1/29)について
岩澤親睦委員長より別紙の通り報告があり了承する。尚料理は
快飛に依頼することとした。
３．職業奉仕・親睦合同事業(2/3)について
２月３日は秦野ＲＣが都合悪いようなので１７日で再調整す
ることとした。詳細は次月報告する。
４．ロータリーデー(2/22)について
茅ケ崎中央公園で清掃奉仕活動を行う事とする旨了承を得た。
５．2017～2018 年ガバナーノミニー選挙の件
相模原南ＲＣ大谷会員が当選したことが成田会員より報告さ
れた。
６．その他
５５周年実行委員会を組織し詳細を決めて欲しい（成田会員よ
り）
例会出席表を送付して欲しい（和田会員より）→年末年始で事
務局と調整出来ずにいた事を謝罪し早急に対応すると返答した
（古知屋幹事より）

◎出席報告 半田朋子会員
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スマイル報告 大箭剛久会員
澤邑重夫君 あけましておめでとうございます。会長として半
年がたちました。本年もよろしくお願いいたします。
古知屋光洋君 おめでとうございます。早いもので来週はもう
半期の報告があります。何を話してよいのか考えなくては．
．
．
山口利通君 結婚祝、誠にありがとうございます。昨日は商工
会議所の賀詞交歓会に澤邑会長・古知屋幹事を始め、多くの会
員にご出席いただきまして有難うございました。お陰様で無事
終えることができました。伊藤御夫妻、結婚祝おめでとうござ
います。
伊藤留治君 今日 1 月 8 日は私たちの結婚記念日です。今年で
57 年目になります。本日はありがとうございました。
池上 實君 新年初例会おめでとうございます。諸事お祝の皆
様、重ね重ねおめでとうございます。結婚祝の伊藤倫子様、よ
うこそ。
杉本行廣君 謹賀新年。本年もどうぞよろしく。諸事お祝の皆
様おめでとうございます。伊藤ご夫人ようこそ。出席表彰あり
がとうございます。年末に辻堂へ引っ越しました。息子と一緒
です。
田中賢三君 元気な明るい年でありますように。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。伊藤会
員令夫人倫子様、ようこそいらっしゃいました。
平井 茂君 皆様あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。伊藤さんの奥様ようこそ。
吉田恵子君 明けましておめでとうございます。元旦に伊勢神
宮にお参りして来ました。皆様の健康を祈ってまいりました。
今年もよろしくお願いいたします。
下里洋一君 今年も一年良い事がありますように祈ります。
和田幸男君 あけましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。諸事お祝の皆様おめでとうございます。
杉本剛昭君 皆様、本年もよろしくお願い申し上げます。諸事
お祝の皆様おめでとうございます。年末に辻堂へ引越し、両親
との二世帯生活がスタートしました。早く段ボール箱を片付け
たいと思っています。
長谷川静雄君 今年もよろしくお願いします。
成田栄二君 新年おめでとうございます。いよいよ田中年度が
始まります。よろしくお願いします。諸事お祝の方々おめでと
うございます。
加藤 寛君 明けましておめでとう。皆様の御健康と御活躍を
祈念致します。
清水賢一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。新年あけ
ましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
梅田弘人君 誕生祝有難うございます。今日が誕生日です。11
日の日曜日、弊社工場内で消防出初め式を行います。是非お越
し下さい。
小澤耕一君 茅ヶ崎ＲＣが益々元気に力強く発展しますよう
に！
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。今年もよ
ろしくお願い致します。
亀井信幸君 おめでとうございます。
小林 亨君 今年もよろしくお願いします。諸事お祝の方おめ
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。今年も一
年間よろしくお願いします。
河本啓伸君 あけましておめでとうございます。中山さん、年
末はいろいろとありがとうございました。
横山 貢君 新年明けましておめでとうございます。本日、諸
事お祝の皆様おめでとうございます。
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半田朋子君 皆様、明けましておめでとうございます。諸事お
祝申し上げます。今年が良い年でありますように！
岩澤あゆみ君 あけましておめでとうございます。クリスマス
会はみな様本当にありがとうございました。おかげさまで、温
かい家族会となりました。今月末には新会員の歓迎会もありま
すので、よろしくお願い対します。
水嶋 聡君 あけましておめでとう御座います。本年もよろし
くお願い致します。本年も皆様に幸有れ！
杉田祐一君 本年もどうぞよろしくお願いいたします。諸事お
祝の皆様おめでとうございます。
西山国男君 新年明けましておめでとうございます。諸事お祝
の皆様おめでとうございます。
北村公子君 明けましておめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願い致します。クリスマス会楽しかったです。普段
見られないパフォーマンス、良かったです。
富田桂司君 あけましておめでとうございます。昨年のダイエ
ットの結果ですが、15kg 減量にて終了致しました。残念なが
ら、正月明けの本日の測量にて 3kg 戻してしまいました。新
年も引き続きがんばります。
中山富貴子君 明けましておめでとうございます。諸事お祝の
皆様おめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致しま
す。
大箭剛久君 明けましておめでとうございます。結婚祝ありが
とうございます。今年最初の例会、好天に恵まれ幸先の良いス
タートですね。本年もよろしくお願いします。
［本日 34 件、91,000 円です］

