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2015 年 4 月 9 日（木） 第２６６８回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久会員 No. 37
＊＊＊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」

◇四つのテスト唱和［関 伸司会員］

◇表彰・諸事お祝

◇３分間スピーチ［杉本剛昭会員］

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
塚原吉雄様(第 4 グループガバナー補佐 綾瀬春日 RC)
◎入会セレモニー
深山裕子君(紹介者 田中賢三君)・岩本好正君(紹介者 和田
幸男君 津邑重夫君)・畠田宏治君(紹介者 田中賢三君)
◎表彰
国際ロータリーより新会員を推考した会員 認証品の贈呈
水嶋聡君
◎諸事お祝
☆誕生祝
小澤耕一君・富田桂司君(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 加藤寛君・程島利通君・出口敬純君・横山貢
君・西山国男君(なんどき牧場セット)
☆皆出席表彰 小林亨君(16 年) (麦茶セット)
◎３分間スピーチ 杉本剛昭君
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
* 2015-16 年度地区役員・委員会委員(正副委員長含む)就任委
嘱の件
◎戦略計画(副委員長) ・ロータリー財団/財団補助金委員会・
田中賢三君 ◎地区幹事(地区役員)・成田栄二君 ◎地区副幹
事(地区役員)・和田幸男君・津邑重夫君・古知屋光洋君・大箭
剛久君・富田桂司君・杉本剛昭君 ◎財務委員会(委員長)・杉
田祐一君(副委員長)・下里洋一君 ◎地区大会(委員長)・山口
利通君 (副委員長)・加藤寛君 (幹事)・水嶋聡君
*地区研修・協議会クラブ奉仕部門についてのアンケート及び
お願い
* 2013-14 年度 100% 「財団の友」会員のクラブ及び「Every
Rotarian Every Year」クラブの表彰／2013-14 年度 End
Polio Now 歴史に 1 ページを刻もう]感謝状／2013-14 年度
「年
次寄付-人当たり上位 3 クラブ」の表彰・ ・以上 3 件の表彰
式登壇者の通知依頼
*新会員推薦者のための認証プログラム(パンフレット)
*青少年交換学生(吾妻圭君)月例報告書
*ガバナー月信 No 9

◇委員会報告 親睦 他
◇米山梅吉記念館より
*春季例祭の通知 4/25(土) 14 :00～ 米山梅吉記念館ホール
*賛助会員入会の依頼 年間一人 3, 000 円(1 口) *米山梅吉記
念館館報 2015 春
◇ロータリーの友 4 月号
◇台北西北区扶輪杜より 台北西北区扶輪杜クラブチャータ
ー55 周年記念開催日の通知 2015 年 9 月 18 日(金)
◇さばせんニューズレター2015 年春号
◇タウンニュース
◎会報着 台北西北・鎌倉中央・大磯・綾瀬
◎委員会報告
親睦［岩澤会員］
：5/28（木）親睦家族旅行、富岡製糸工場
横山次年度幹事：地区研修協議会の確認
職業奉仕［大箭会員］
：4/16（木）合同フォーラムの確認
雑誌［池上会員］
：ロータリーの友４月号注目記事の紹介

◎出席報告 中島哲男会員
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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ＲＣの会員の皆様、こんにちは。本日は新会員入会指揮に渡
邊ガバナーの代理としてお邪魔致しました。宜しくお願い致し
ます。
澤邑重夫君 塚原さんようこそ。新会員のみなさん、入会おめ
でとうございます。ロータリーで楽しみながら職業奉仕を追求
いたしましょう。諸事お祝のみなさま、おめでとうございます。
古知屋光洋君 新会員の畠田さん・深山さん・岩本さん、入会
おめでとうございます。ロータリーライフを楽しんで下さい。
小澤耕一君 誕生祝、有難うございます。今年もまずまずの健
康で迎えることができました。御礼申し上げます。
程島利通君 結婚記念祝い有難うございます。塚原ガバナー補
佐、ＩＭ成功お目出度う。
加藤 寛君 結婚記念祝でした。忘れていました。
出口敬純君 結婚祝ありがとうございます。諸事お祝の皆様、
新会員の皆様入会、そして清水さん、俳句入選おめでとうござ
います。
田中賢三君 深山さん・岩本さん・畠田さん御入会おめでとう
ございます。エンジョイロータリー！綾瀬春日ＲＣ塚原ガバナ
ー補佐、入会式よろしくお願いします。にぎやかになってうれ
しいです。
小林 亨君 お客様ようこそ！新会員のみなさまようこそ！
諸事お祝の方おめでとうございます。私も皆出席表彰ありがと
うございます。
西山国男君 深山さん・岩本さん・畠田さん入会おめでとうご
ざいます。結婚記念祝ありがとうございます。
伊藤留治君 新会員の深山さん・岩本さん・畠田さんようこそ。
池上 實君 明日夜 10 時、ＮＨＫ１チャンネルにて 40 年前
当クラブのメンバーだった上原謙さんの話を致します。インタ
ビュー時間は長かったのですが、カットカットで映っているか
どうか。俳優・上原さんは我がクラブのメンバーでした。
平井 茂君 塚原さん、ようこそ。諸事お祝の皆様おめでとう
ございます。特に小澤さん、88 回目のお誕生日おめでとうご
ざいます。
和田幸男君 新会員の深山さん・岩本さん・畠田さん、入会お
めでとうございます。塚原ガバナー補佐、ようこそ。
清水賢一君 塚原ガバナー補佐、ようこそ。諸事お祝のみなさ
ま、おめでとうございます。新会員のみなさま、よろしくお願
いします。追伸：私の俳句が「友」にのりました。俳句会のみ
なさまのおかげです。ありがとうございます。
杉本剛昭君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。深山さ
ん・岩本さん・畠田さん、ご入会おめでとうございます。心よ
り歓迎致します。
木村信一君 新会員の皆様、ご入会おめでとうございます。
下里洋一君 あっという間に４月です。ごぶさたして申し訳あ
りません。次週もです。ごめんなさい。新会員の皆様、おめで
とうございます。
関 伸司君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。
横山 貢君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。新会員深
山さん・岩本さん・畠田さん、ロータリーを楽しんで下さい。
斉藤信夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。
吉田恵子君 春ですね。事務所の前のチューリップが満開で
す。諸事お祝申し上げます。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
大森久巳男君 第４グループガバナー補佐、綾瀬春日ＲＣ塚原
吉雄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。新会員、深山裕子君・岩本好正君・畠田宏治君、
入会おめでとうございます。

修正出席率
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河本啓伸君 本日はゲスト・ビジター・新会員てんこ盛りのカ
オス状態ですね。新会員のみなさん、ロータリー入会という人
生で最も難しいご決断、ありがとうございます。ちなみに、世
界注目の天才ミュージシャンの 4/25（土）のライブチケットが
完売という恐ろしい事態となってしまいました。万が一見てみ
たいという方がいらっしゃいましたら、こっそりご連絡下さい。
杉田祐一君 塚原様、ようこそいらっしゃいました。深山様・
岩本様・畠田様、入会おめでとうございます。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。
成田栄二君 新会員の皆様、入会おめでとうございます。活躍
を期待しています。塚原ＡＧ、まだまだ気が抜けませんね！諸
事お祝の方々おめでとうございます。所用のため早退します。
富田桂司君 ガバナー補佐・塚原さん、新会員深山さん・岩本
さん・畠田さんようこそいらっしゃいませ！どうぞよろしくお
願い致します。
品田和也君 新会員の深山さん・岩本さん・畠田さんようこそ。
杉本行廣君 塚原ガバナー補佐、ようこそ。ＩＭお疲れ様でし
た。新会員と諸事お祝の皆様おめでとうございます。
北村公子君 桜ふぶきがきれいです。深山さん・岩本さん・畠
田さん、ご入会おめでとうございます。女性会員が増えるのは
心強いです。よろしくお願い致します。
加瀬義明君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。塚原様よ
うこそいらっしゃいました。深山様・岩本様・畠田様、今後と
もよろしくお願い致します。
［本日 32 件、66,000 円です］

