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2015 年 7 月 2 日（木） 第２６７９回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久副幹事 No. 1
＊＊＊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［木村信一会員］ ◇会長・幹事章の引き渡し
◇青少年交換学生・吾妻圭君帰国挨拶

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇卓話 「所信表明」 大森久巳男会長・横山貢幹事
◎ゲスト・ビジター紹介
吾妻 圭君（青少年交換学生） 吾妻佐知子様（圭君お
母様）
◎青少年交換学生・吾妻圭君帰国挨拶
◎会長・幹事章の引き渡し
◎理事会報告・会長挨拶
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊上半期人頭分担金（地区資金本
会計、事業費会計、特別会計 負担
金）の送金依頼
＊上半期地区資金比例人頭分担金
の送金依頼
＊地区 社会奉仕・国際奉仕セミナー開催の案内
・７/２５（土） １５：００～１７：３０ ・アイクロス湘南６階 Ｅ
会議室 出欠連絡締切：７/１５（水）
＊２０１６‐２０１７年度 青少年交換学生募集の件 クラブ
内募集締切：１０/１６（金）
＊第１３回日韓親善会議開催の案内
・９/４（金） １３：００～ ・グランドプリンスホテル新高輪
「飛天の間」 ・登録料：１５,０００円
＊ロータリー財団への寄付金２か年比較表について
◇相模原グリーンＲＣより 「私の職業倫理観」「企業理
念・経営方針・モットー集」の送付について
◇ガバナー月信 №12 2015.6.1
◇ガバナー月信 №１ ２０１５年７月号
◇タウンニュース
◎会報 着 台北西北

◎委員会報告
社会奉仕［岩澤あゆみ会員］
：7/20（月・海の日）浜降
祭後の海岸清掃当日 8:50 本部テント前集合、9:50 集
合写真撮影
親睦［水嶋会員］
：7/30（木）18:00 より例会ならびに
直前会長・幹事慰労会。親睦委員の紹介
地区大会実行委員会［加藤会員］：進捗状況の報告と
今後の予定について

◎出席報告 吉田恵子会員
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卓話「所信表明」
：大森久巳男会長
K. R.ラビンドランＲＩ会長は今年度のテーマとして
「世界へのプレゼントになろう」と掲げられました。ま
た、当クラブより初めて輩出されることとなりました
2780 地区田中賢三ガバナーは地区テーマを「もっと役
に立つ、もっと面白いロータリー」とされました。これ
を受けて、私たち茅ヶ崎ロータリークラブは、地位や身
の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献
身と熱意など、誰でも与えることのできる何かを奉仕活
動などを通じて、自分たちの地域へプレゼントしていき
たいと思います。ＲＩ戦略計画でもある公共イメージの
向上、親睦を中心とした奉仕活動などを通じ、「茅ヶ崎
から世界のプレゼントになろう」をスローガンとして取
り組んでいきたいと思っています。

スマイル報告 西山国男会員
大森久巳男君・横山貢君 いよいよ盛り沢山の新年度がスタート
します。皆様のご協力を得ながら楽しいクラブ作りに努めます。
どうぞ宜しくお願いします。吾妻圭君・佐知子様ようこそ。
田中賢三君 吾妻君、台湾留学一年間おつかれ様でした。君の成
長はわがロータリアンの喜びです。大森年度スタート、横山幹事
さん二度目のおつとめ御苦労様です。小生、当分ホームクラブの
出席が出来ません。諸事よろしくおねがい致します。
池上 實君 国際ロータリー第 2780 地区田中ガバナー年度、創
立 55 周年茅ヶ崎ロータリークラブ第 56 代大森会長年度の船出
を祝して。青少年交換学生吾妻君、お帰んなさい。
和田幸男君 大森会長・横山幹事、よろしくお願いします。
山口利通君 田中新ガバナー、この一年しかありませんが、健康
に留意し、大いに楽しんで下さい。期待しております。大森会長・
横山幹事、この一年ご苦労様です。あまり無理をせず、不義理を
果たす会長でよいと思います。
程島利通君 大森船長とクルーのご活躍を祈念して。
清水賢一君 大森会長・横山幹事、１年間よろしくお願いします。
吾妻君おかえりなさい。
伊藤留治君 新年度を迎え、新理事・役員の皆様１年間頑張って
下さい。
平井 茂君 大森年度のスタートですね。小生、欠席が多く、申
し訳ありません。
吉田恵子君 新役員の皆様よろしくお願いいたします。吾妻君お
帰りなさい。一年は早いものですね。
杉本行廣君 新年度の初例会に際して、また１年、前の席で食事
をとることになりました。早く戻りたいけどがんばります。
小澤耕一君 田中地区ガバナー及び大森会長年度をお祝申し上
げます。
成田栄二君 新年度入りです。田中ガバナー・大森会長・横山幹
事、一年間よろしくお願いします。吾妻君、一年間の台湾生活楽
しみましたか？
斉藤信夫君 大森会長他皆様、今年度もよろしくお願い致しま
す。
下里洋一君 新年度、大森丸の出航です。元気で一年がんばって
下さい。
出口敬純君 吾妻圭君、お母様ようこそ。青少年交換お疲れ様で
した。大森会長・横山幹事、１年間よろしくお願いします。

修正出席率
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「所信表明」：横山 貢幹事
私の中では今年度は特別な年という位置づけであり
ます。クラブ初のガバナーを輩出する年度であり、それ
に伴う仕事も出来るだけフォローしながらやっていき
たいと思います。また、10 月には地区大会をうちのク
ラブが主管することになりますので、スムーズに運ぶよ
うにするのも私の仕事の１つかと思っています。さらに
は来年 6 月にはクラブ創立 55 周年の事業があります。
私が入会した 2010 年に 50 周年があって、何となく想
像はつくのですが、相当な労力が要るものです。１年の
最後まで忙しくなりそうだと実感しています。大森会長
の方針を踏襲しつつ、会員を 50 名にすることを目指し、
楽しいクラブ運営を心掛け、クラブの活性化に繋げたい
と思います。どうか１年間よろしくお願い致します。

澤邑重夫君 大森会長・横山幹事、１年間よろしくお願いいたし
ます！
中山富貴子君 大森会長・横山幹事はじめ新役員の皆様方、宜し
くお願いいたします。
大箭剛久君 新年度のスタートです。座席が変わらないので、髪
型を変えて気分一新。今年度もよろしくお願いします。
岩澤あゆみ君 田中ガバナー・大森会長・横山幹事、１年間お身
体にはお気をつけて頑張って下さい。地区大会、55 周年と大変
な１年ですが、すばらしい１年になりますように。田中ガバナ
ー・大森会長年度にスマイル！
大木 暁君 昨日娘が留学先のアイルランドから帰国しました。
ほっとしました。
水嶋 聡君 みなさまに幸有れ！
加瀬義明君 大森会長・横山幹事、新年度よろしくお願い致しま
す。圭君お帰りなさい！
畠田宏治君 前回は歓迎会をしていただきまして、ありがとうご
ざいました。ステキなひまわりの花束をいただき、花びんを買い、
毎日水切りをして、花のある豊かな生活をさせていただいていま
す。
木村信一君 吾妻様ようこそおこし下さいました。本日より新年
度、会長・幹事、みな様方、どうぞよろしくお願いいたします。
岩本好正君 新しい年度の初回例会ですネ！なでしこ Japan も
決勝戦進出が決まり、大変おめでたい日になりました。
品田和也君 吾妻様ようこそ。
関 伸司君 大森新会長・横山新幹事、新しい年度が始まり、一
年間よろしくお願いします。出席率を気にして頑張ります。
北村公子君 新年度です。役員の皆様よろしくお願い致します。
吾妻さん、おかえりなさい。
西山国男君 大森会長・横山幹事、１年間宜しくお願いします。
［本日 31 件、54,000 円です］

