RI 2780 地区

茅ヶ崎ロータリークラブ週報

1960 年 8 月 10日創立

２０１４～２０１５年度

第 55 代会長 澤邑 重夫
第 55 代幹事 古知屋光洋
〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3 階
メール：c3rc@io.ocn.ne.jp

TEL：0467-83-6060

FAX：0467-83-9915

〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎

TEL : 0467-87-0002

2015 年 3 月 5 日（木） 第２６６４回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 33
＊＊＊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［富田桂司会員］

◇表彰・諸事お祝
◇会長挨拶・理事会報告

◇３分間スピーチ［富田桂司会員］
◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
畠田宏治様（梅田会員ゲスト・次期 TOTO 茅ヶ崎工場長） 小澤
喜久子様（小澤会員夫人） 澤邑ゆき様（澤邑会員夫人）
◎諸事お祝
☆誕生祝 和田幸男君・古知屋光洋君・岩澤あゆみ君・大箭剛
久君（くまじセット）２月分：杉本行廣君・加瀬義明君 歌唱：おめ
でとうロータリアン
☆結婚記念祝 小澤耕一君♥喜久子様・澤邑重夫君♥ゆき様・
梅田弘人君・杉田祐一君・関 伸司君 (なんどきセット・花束)
☆皆出席表彰 池上 實君（４４年）・田中賢三君（２６年）・岩澤
あゆみ君（２年）・中山冨貴子君（２年） （麦茶セット）
◎３分間スピーチ 富田桂司君
◎幹事報告
◇国際ロータリーより 「ロータリーリーダー」２０１５年３月
◇ガバナー事務所より
＊第４９回 神奈川県ロータリアン親睦テニス大会（上野杯）の案
内
・４/１４（火） ９：３０集合 ・テニス会場：湘南ローンテニスクラ
ブ ・パーティ会場：ＭＯＫＩＣＨＩ
・参加料・・・ロータリアン：７，０００円 家族・ゲスト：５，０００円
＊ロータリーカード及びロータリービジネスカードの加入状況につ
いて（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
第３回実行委員会の開催について（通知）
・３/２５（水） １８：３０～２０：００ ・茅ヶ崎市役所分庁舎５階 Ａ会
議室
◇ロータリーの友 ３月号 ◇タウンニュース
◎委員会報告
親睦［岩澤会員］
：3/26 梅田会員送別会・品田会員歓迎会。な
んどき牧場で 18:30 から
会員増強［和田会員］
：3/6 なんどき牧場にて
地区大会実行委員会［加藤会員］
：例会後に会合
雑誌［池上会員］
：ロータリーの友３月号注目記事の紹介
◎会報着 台北西北・大磯

◇委員会報告 親睦 他
＝３月度定例理事会議事録＝
１．茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会（４/１）について
善谷寺にて例年通り開催する。今年は湘南ＲＣが幹事クラブとな
る事を澤邑会長より報告があり了承される。
２．梅田会員送別会、品田会員歓迎会について
３月２６日（木）１８：３０～なんどき牧場にて、会費 4,500 円
で開催することを岩澤親睦委員長より提案があり了承された。
３．次年度幹事について ４．次年度組織図について
次年度幹事予定の梅田会員が異動のため横山貢会員に幹事を依頼
した旨大森会長エレクトより報告があり了承された。
また、それに伴う組織図が提示され、若干の修正等を加えること
で了承された。
スマイル報告 中山富貴子会員 ※裏面に続く
澤邑重夫君 結婚祝を頂きまして有難うございます。これから
も夫婦仲良くがんばってまいります。富田さん、３分スピーチ
ありがとうございます。
古知屋光洋君 諸事お祝のみなさま、おめでとうございます。
畠田さんようこそ！小澤喜久子様、澤邑ゆき様、おめでとうご
ざいます。
池上 實君 健康に恵まれ、みなさまの愛情につつまれ、クラ
ブ皆出席 44 年を達成致しました。45 年を目指して頑張ります。
諸事お祝の皆様方、おめでとうございます。
小澤耕一君 家内をお招き頂き、有難うございます。58 回目の
記念日になります。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。小澤
会員令夫人・喜久子様、澤邑会員令夫人・ゆき様、ようこそい
らっしゃいました。次期ＴＯＴＯ茅ヶ崎工場長畠田様ようこそ
いらっしゃいました。これから宜しくお願い致します。
和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。明日の会員増強委
員会、よろしくお願いします。次期ＴＯＴＯ工場長の畠田さん、
ようこそ。
吉田恵子君 諸事お祝申し上げます。少しずつ春らしくなって
まいりましたね。
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田中賢三君 澤邑会長御夫妻、小澤さん御夫妻、結婚記念祝お
めでとうございます。諸事お祝の方々おめでとうございます。
ＰＥＴＳ、来週となりました。成田地区幹事さんにたいへんお
世話になっています。大森会長エレクト、よろしくお願いしま
す。ＴＯＴＯ畠田新工場長ようこそ。
杉田祐一君 結婚記念祝ありがとうございます。今年で 10 年
目になりました。何をするかは懐と相談しながら決めたいと思
います。畠田宏治様、小澤喜久子様、澤邑ゆき様、ようこそい
らっしゃいました。楽しんでいただけたら幸いです。
杉本行廣君 諸事お祝の皆さん・奥様方、おめでとうございま
す。小生も 70 代最後の誕生祝を頂き、ありがとうございます。
畠田さんようこそ。高校の同窓とのこと、大歓迎です。決して
先輩風邪を吹かせませんので、よろしく。
大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。毎年花粉の訪れを
感じること季節ですが、今年は日頃の行いが良いせいか、ここ
までは軽度で済んでいます。
平井 茂君 梅田さんの後任・畠田さんようこそ。今後ともよ
ろしく。小澤さん、澤邑さんの奥様、ようこそ。諸事お祝の皆
様、おめでとうございます。
伊藤留治君 諸事お祝の皆様、そして小澤夫人・澤邑夫人、お
めでとうございます。
加藤 寛君 本日は小正月です。中国では元宵节（ユァンショ
ウチェ）です。皆様お体を大切に。
清水賢一君 畠田さん、小澤・澤邑両夫人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。
出口敬純君 畠田さん、小澤夫人・澤邑夫人ようこそ。諸事お
祝の皆様、おめでとうございます。
下里洋一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
水嶋 聡君 ゲスト・ビジターの皆様、いらっしゃいませ。皆
様に幸有れ！
富田桂司君 今月から妻が仕事を手伝ってくれることになり
ました。領収書が出しづらくなってしまいそうです。ベテラン
の皆様、どのようになさっているのか、ご教授下さい！追伸：
帰りの中島橋前では一時停止にお気をつけ下さい。
横山 貢君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。畠田様、
小澤夫人・澤邑夫人ようこそ。
加瀬義明君 誕生祝ありがとうございました。
木村信一君 いつもありがとうございます。諸事お祝申し上げ
ます。
成田栄二君 畠田次期工場長ようこそ！諸事お祝の皆様、おめ
でとうございます。奥様方ようこそ！所用により早退します。
関 伸司君 諸事お祝の欄に名前があり、結婚記念のお祝でし
た。70 億人、他人の代表の妻に信頼されるように頑張ってい
ます。
山口利通君 小澤夫人・澤邑夫人ようこそ。
河本啓伸君 諸事お祝の皆さん、おめでとうございます。今日
入口でもらったものの中に高名なシンガーソングライターの
ライブ広告があり、すごく行ってみたいなぁと思います。いや
ぁ、料金も手頃だし、きっと素敵なんだろうなぁ。楽しみだな
ぁ。．．．チケットは売るほどあるらしいです。絶賛在庫中！
西山国男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
岩澤あゆみ君 梅田会員の後任・畠田様、小澤喜久子様、澤邑
ゆき様、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。今月で東日本大震災から丸４年になりま
す。まだまだ復興には遠い道のり。我々もあたりまえのように
木曜に集まれることに、改めて感謝したいと思います。新会員
もふえて、ますます活気あるこのクラブにスマイル！
程島利通君 諸事お祝の皆様、お目出度うございます。
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梅田弘人君 結婚祝ありがとうございます。後任の畠田が来て
います。今後ともよろしくお願いします。横山貢さん、大変ご
迷惑をおかけして申し訳ございません。感謝感謝です。
北村公子君 畠田様、小澤様奥様、澤邑様奥様、ようこそ。今
になってやっとスマホデビューしました。便利なものですね。
中山富貴子君 小澤様奥様、澤邑様奥様、畠田様ようこそおこ
し下さいました。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。
［本日 32 件、75,000 円です］

