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＝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［品田会員］

◇会長挨拶

◇委員会報告 会員増強 他

◇幹事報告

◇卓話 「半期を振り返って」 大森久巳男会長・横山 貢幹事
◎ゲスト・ビジター紹介

◎委員会報告

近藤様 （横浜北ＲＣ）

親睦［水嶋会員］
：3/31 夜間例会で新会員歓迎会、4/7 湘南ＲＣ

◎表彰

との合同お花見例会開催の告知

☆米山功労者 第１回

清水賢一君（感謝状 授与）

◎諸事お祝

会員増強［和田会員］
：2/8 会員増強委員会開催の確認
社会奉仕［岩澤あ会員］：奉仕についてのフォーラムを月に一

☆誕生祝 杉本行廣君・田中賢三君・出口敬純君・加瀬義明

度例会後に開催する旨の通知。初回は 3/3

君・中島哲男君 １月分：亀井信幸君

会計［杉田会員］
：財団及び米山確定申告用領収証の確認

（なんどき牧場セット）

☆結婚記念祝 田中賢三君 ・ 和田幸男君 （くまじセット）

雑誌［平井会員］：「ロータリーの友」２月号注目記事の紹介

☆出席表彰 清水賢一君（６年） （北村水産セット）
＝２月度定例理事会議事録＝
①茅ヶ崎ＲＣ創立５５周年記念事業について
追加予算３０万円で承認
②茅ヶ崎ＲＣフォーラムについて
奉仕プロジェクト大箭委員長より３月～５月にかけ社会奉
仕、国際奉仕、職業奉仕フォーラムを例会終了後に実施する
ことで承認
③神奈川ブランド鮎稚魚放流事業について

結婚祝の田中・和田会員

出席表彰・米山表彰の清水会員

茅ヶ崎市役所、農業水産課に事業計画の提出、広報と後援の
依頼、青少年課に子供１５０人を集めるための各団体への依
頼をかけていることの報告、出席者はメイキャップ対象にな
ることで承認
④その他
・５月７日のお花見合同例会では例会後の座禅をやめお花見
を案内すること、１万円のお礼を出すことで承認
・日台親善会議（６月５日）について
会員全員に参加を促すことで確認
・次年度地区補助金について 清水エレクトより申請したい
との報告あり
誕生祝の出口・田中・杉本行廣・加瀬の各会員

◎出席報告 木村信一会員
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卓話「半期を振り返って」
大森久巳男会長
半期報告というのは会計だけがやるもの
と思っていましたら、会長・幹事もやると
いうことを知り、慌てました。私はロータ
リーに入会して 16 年になりますが、今まで
が

勉強が足りなかったせいで、いろいろとバ

タ

バタしています。特に今年度は当クラブか

ら初めてのガバナーが出る年度でもあり、地区大会のこともた
いへん気掛かりでしたが、皆様方のご協力により、他クラブか
らも褒められる成功に終わったので安心しました。まだこれか
ら 55 周年の記念行事もあり、時間に追われている感じはありま
す。自分で言うのは嫌なのですが、かなり高齢になってまいり
まして、あまり巡りがよくないんですね。若くても齢をとって
も時間は皆同じにあるわけですが、忘れてしまったり、回転が
遅い分、どうしても置いていかれてしまいます。今日の半期報
告も迂闊にも失念しておりましたが、これにつきましては、１
年が経過したところで、きっちりと報告させてもらうことでご
容赦下さい。
あと半年、老体にムチ打って頑張りますので、何卒ご協力を
よろしくお願い致します。

横山 貢幹事
ＴＯＴＯの梅田前副幹事が転勤になる
という不測の事態により、二度目の幹事
となりました。田中ガバナーを輩出した
という点で、いつもの年とは違う大きな
責任が当クラブに掛かったりで、いろい
ろとあたふたしていますが、大きな行事である地区大会が内外
ともに成功だったという声を聞いて私としても嬉しい限りで
す。メンバー一丸となってやって頂いた結果で、特に若いメン
バーが精力的にやってくれたおかげだと思います。また、ガバ
ナー公式訪問、クリスマス家族会、茅ヶ崎ロータリーゴルフ大
会も無事終わりまして、一応何とか半年は過ぎました。今年は
これからもやや重たい事業がいくつかあります。２月のＩＭ、
当初予定になかった鮎の放流。これは外で子供を呼んでやるこ
とになっていますので、責任も発生します。放流するのは神奈
川県の水に合った神奈川県産の鮎だということです。４月７日
は恒例となっている湘南クラブとの合同お花見例会を善谷寺で
行うことになっています。55 周年の記念事業を台北西北クラブ
と合同でやることになっていますが、まだいろいろと詰め切れ
ていません。是非、皆さんのご協力をお願いしたいと思ってい
ます。ソウル国際大会につきましては、まだ参加者が少ないと
いうことです。現段階ならまだ申し込むことが可能ですので、
是非一緒に国際大会に行きましょう。最後に会員増強ですが、
現在 47 名ですので、是非あと 3 名入会して頂き、50 名に到達
出来ればと願っています。
何をするにも皆さんのご協力が必要です。何卒あと半期、よ
ろしくお願いします。

修正出席率
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スマイル報告 半田朋子会員
大森久巳男君＆横山貢君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。
田中ガバナー様、先週の日本精麦株式会社へお邪魔しての職場見学、
大勢でお世話をおかけしました。ありがとうございました。近藤様
ようこそいらっしゃいました。
田中賢三君 先週は工場見学、たいへん有難うございました。畠田
さん、たいへん具合が良いです。有難うございました。バレンタイ
ンチョコ嬉しいです。
出口敬純君 誕生祝ありがとうございます。諸事お祝の皆様おめで
とうございます。
杉本行廣君 あと 16 日で傘寿を迎えることになりました。まだまだ
若いつもりですが．．．諸事お祝の皆様おめでとうございます。私に
もお祝を頂き、ありがとうございます。
和田幸男君 結婚祝ありがとうございます。2/8 は会員増強委員会
です。よろしくお願いします。
伊藤留治君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。本日は立春で
す。
程島利通君 諸事お祝の皆様お目出度うございます。バレンタイン
チョコ頂きまして有難うございます。
平井 茂君 今日は立春です。諸事お祝の皆様おめでとうございま
す。
清水賢一君 諸事お祝の皆様おめでとう。米山功労者・出席表彰あ
りがとうございます。
加瀬義明君 誕生祝ありがとうございました。先週の移動例会、皆
様ご協力ありがとうございました。田中ガバナー、大変お世話にな
りました。
成田栄二君 諸事お祝の方々おめでとうございます。お客様ようこ
そ！ゴディバのチョコレートありがとうございます。
加藤 寛君 小林さん、木村さん、お世話になりました。
下里洋一君 心のこもったチョコレートをありがとうございます。
小林 亨君 諸事お祝おめでとうございます。
河本啓伸君 女性陣からバレンタインチョコをもらうと３年前にう
ちのクラブに初めて女性会員が誕生した日のことが甦ります。みん
な、やめないでネ。
中山富貴子君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。インフルエ
ンザ流行のきざし、皆様ご自愛下さいませ。
岩澤あゆみ君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。最近、体調
を崩されている方が多いようです。みなさま、体を温めて大切にな
さって下さい。
吉田恵子君 今日は立春の日ですね。諸事お祝い申し上げます。
杉田祐一君 横浜北ＲＣ近藤様、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。
大木 暁君 表彰並びに諸事お祝の皆様おめでとうございます。田
中ガバナー、先日の日本精麦様の工場見学ありがとうございました。
畠田宏冶君 前回の工場見学では、田中ガバナーの経営理念がよく
分かりました。また、いただいた「湘南百撰」のギフトには感動し
ました。ありがとうございました。
北村公子君 庭の梅の花が咲きはじめました。春がそこまで来てい
ます。諸事お祝の皆様おめでとうございます。
木村信一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。
西山国男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。チョコレート
ありがとうございます。
半田朋子君 皆様こんにちは。暦の上では今日から春。木の芽も芽
吹きます。楽しくがんばりたいです。
［本日 26 件、49,000 円です］

