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2015 年 5 月 7 日（木） 第２６７１回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久会員 No. 40
＊＊＊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」
◇入会セレモニー

◇四つのテスト唱和［品田和也会員］⇒
◇表彰・諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
薗信雄様（東京銀座ＲＣ）
◎入会セレモニー
岩澤淑江君(紹介者 中山富貴子君・田中賢三君・和田幸男君)
◎諸事お祝
☆誕生祝 加藤 寛君（くまじセット）
☆出席表彰
成田栄二君（１８年） 出口敬純君（８年） 杉田祐
一君（２年） （麦茶セット）
◎３分間スピーチ 加瀬義明君
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
＊規定審議会のための追加会費の増額につ
いてお知らせ ・一人当たり１ドル ⇒ １ドル５０
セントに増額
＊「Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａｄｅｒ」２０１５年５月号・・・平和
フェローシップ申請を成功させるために
＊５月度ロータリーレート １ドル＝１１８円
◇ガバナー事務所より
＊ネパール大地震の援助協力依頼 ・目安として一人：１，０００
円 ・締切日：５/２９（金）
◇台北西北ＲＣより ２０１５-１６年度主要理事の役割分担リスト
・会長：陳玉河（Daniel）・会長エレクト：洪耀坤（Ken）・副会長：
葉木棋(Ortden)・幹事：官振煥（Akenta）・国際奉仕委員長：陳
永森（Archi）・理事：陳玉河・洪耀坤・葉木棋・趙茂林・鄭資盛・
鄭銘鎮・陳斌超・林啓時・張向主・蔡式邦・陳永森・廖鴻達・
姉妹クラブ班長：林啓時（Casey）・副班長：江鵬飛（Lathe）蔡式
邦（Peter）
◇（社）台北市松年福祉会 玉蘭荘より 玉蘭荘だより １４６号
◇ロータリーの友 ５月号 ◇タウンニュース
◎会報着 台北西北・綾瀬
◎委員会報告
親睦［岩澤会員］
：5/28（木）親睦家族旅行の参加者募集継続、
6/25 新会員歓迎会＆田中賢三ガバナー壮行会のお知らせ
俳句同好会［小澤会員］
：句会へのお誘い
雑誌［池上会員］
：ロータリーの友５月号注目記事の紹介

◇３分間スピーチ［加瀬義明会員］
◇委員会報告 親睦 他

＝５月度定例理事会・議事録＝
１．2015-2016 年度

基本事業・継続事業について

大森エレクトより別紙の通り報告があり若干の修正を加え 6
月理事会で再度承認することとした。
２．６月２５日新会員歓迎会及び田中ガバナー壮行会につい
て岩澤親睦委員長より別紙の通り報告があり了承された。
３．その他
①澤邑会長より地区からネパール大地震義捐金について一人
1,000 円の依頼があり、奉仕プロジェクト委員会より支出す
ることで了承された。
②5 月～10 月は例会時クールビズとすることが了承された。
③加藤地区大会委員長より地区大
会ゴルフ大会についてクラブとし
て 20 数人の応援が必要であると
の依頼があり、検討事項とするこ
とで了承された。

◎出席報告 中島哲男会員
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スマイル報告 大木 暁会員
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 先々週の土曜日（4/25）は一人
じゃなかった「楽団・ひとり」さんのイベントに参加させて頂
き、とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。さすがに歴史
のあるクラブは奥深い。色々なクラブにメークアップしました
が、シンガーソングライターのいるクラブは今のところ、ここ
だけです。
澤邑重夫君 岩澤さん、ロータリーへようこそ。末永くよろし
くお願いいたします。薗さんようこそ！
古知屋光洋君 新会員の岩澤さん、入会おめでとうございま
す。ロータリーライフ、楽しんで下さい！
山口利通君 岩澤淑江さん、入会おめでとうございます。第
60 回大岡越前祭が最高の天候に恵まれ、無事終えることがで
きました。私が乗った馬も人を見るせいか、非常に従順でした。
ありがとうございました。
大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。岩澤淑
江様、入会心から歓迎致します。御主人様には色々お世話にな
っています。
出口敬純君 岩澤さん、入会おめでとうございます。出席表彰
ありがとうございます。
加藤 寛君 誕生祝有難うございます。新入会の岩澤様ようこ
そ。
伊藤留治君 浜田屋岩澤さん、入会おめでとうございます。
池上 實君 ハナハンの岩澤さん、入会歓迎致します。諸事お
祝の皆様おめでとう。
平井 茂君 新入会の岩澤様ようこそ。諸事お祝の皆様おめで
とうございます。
成田栄二君 岩澤さん、入会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。
吉田恵子君 大岡祭大名行列参加の皆様、お疲れ様でした。山
口会頭かっこよかったです。諸事お祝申し上げます。
清水賢一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。岩澤淑江
様入会おめでとう。出口くん、飲み過ぎには気をつけて。
和田幸男君 岩澤淑江さん、入会おめでとうございます。西山
さん、執行役員就任おめでとうございます。
畠田宏治君 岩澤さん、入会おめでとうございます。私は１ケ
月先輩です。どうぞよろしくお願いします。
杉本剛昭君 岩澤さん、ご入会歓迎致します。諸事お祝のみな
さまおめでとうございます。
西山国男君 岩澤会員、ご入会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 岩澤淑江様、ご入会おめでとうございます。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。
先日、河本さんのライブ楽しませていただきました。若いで
す！
小澤耕一君 岩澤淑江様、お久しぶりです。Welcome です！
宜しくお願い致します。
河本啓伸君 天才ミュージシャンのライブも終り、今は静かに
余生を送っています。諸事お祝の皆様、それなりにおめでとう
ございます。
富田桂司君 皆様 GW はいかがお過ごしでしたでしょう？残
念ながら今年は娘と一緒に映画くらいしか行けませんでした。
それすらも満席の有り様でした。我が家は時期をずらして連休
にしたいと思います。

修正出席率
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斉藤信夫君
品田和也君

諸事お祝の皆様おめでとうございます。
皆さんこんにちは。今日も暑いです！

下里洋一君

新会員の岩澤さんようこそ。入会おめでとうござ

います。
水嶋

聡君

中山富貴子君

皆様に幸有れ！
諸事お祝の皆様おめでとうございます。岩澤様、

これから宜しくお願いいたします。お休みは久しぶりに小田原
城に上がりました。御感の藤やお堀の蓮が新緑で美しく、北条
祭りもとてもにぎわっていました。
杉本行廣君

諸事お祝の皆さんおめでとう。新会員・岩澤さん

の入会を歓迎して。
木村信一君

諸事お祝申し上げます。

杉田祐一君

岩澤淑江様、入会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。
小林

亨君

諸事お祝の方おめでとうございます。奉仕フォー

ラム箱根湯本ではお世話になりました。
大木

暁君

岩澤さんご入会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。
［本日 31 件、50,000 円です］
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4 月 9 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

