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＊＊＊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 「それでこそロータリー」

◇表彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

◇会長挨拶

◇委員会報告 親睦 他

◇幹事報告

◇卓話 「ＰＥＴＳ報告」
◎表彰

清水賢一会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

第５回･･･池上 實君

第４回･･･程島利通君

第２回･･･小林

スマイル報告

岩本好正会員

大森久巳男君＆横山貢君

本日マルチプル・ポール・ハリスフ

亨君 （ＭＰＨＦピン授与）

ェロー表彰の皆様、おめでとうございます。来週は夜間例会に

◎幹事報告

引き続き、新会員歓迎会がありますので、宜しくお願いします。

◇国際ロータリーより

亀井信幸君

＊国際ロータリー２０１６年時国際大会 信任状・投票代議員カ

り、また、お手伝いをいただき、心よりお礼申しあげます。あ

ード ＊Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａｄｅｒ ２０１６年３月

りがとうございました。

◇ガバナー事務所より

清水賢一君

＊地区研修協議会 各部門より事前アンケートの依頼

度協力をよろしくお願いします。

○クラブ奉仕部門 ○職業奉仕部門 ○研修部門

田中賢三君

母の葬儀に際し、心温まるお悔やみとご厚情を賜

本日ＰＥＴＳの報告をさせていただきます。次年
清水会長エレクト、ＰＥＴＳ（President Elect

＊２０１４～１５年度 地区報告書

Training Seminar）ご出席、一日たいへん御苦労様でした。本

◇米山梅吉記念館より

日の卓話、よろしくお願いします。

ハイライトよねやま １９２

◇ロータリーの友事務所より

次年度（２０１６-１７年度）雑誌委

實君

恒例の池上社中「春のおさらい会」無事終了。田

中ガバナー御夫妻はじめ多くの来客に弟子達も張り切って良

員長への『友』誌送付について
◇神奈川県保健福祉局より

池上

平成２８年度「春のかながわ献血

い演奏をしてくれました。有難うございました。第５回マルチ

キャンペーン」ポスターの掲示について

プル・ポール・ハリスフェロー有難うございました。

◇ＡＭＤＡ社会開発機構より

程島利通君

マルチ表彰有難うございます。

ちが健やかに暮らせる村づくりにご協力ください」

伊藤留治君

マルチプル・ポール・ハリスフェロー表彰の池上

◇タウンニュース

君・程島君・小林君、おめでとうございます。

◎委員会報告

平井

パンフレット「お母さんと子どもた

茂君

清水会長エレクト、ＰＥＴＳの報告ご苦労様で

水嶋会員［親睦］
：3/31 例会後の新会員歓迎会の確認

す。

河本会員［会報］
：名簿作成用の書類提出のお願い

成田栄二君

表彰の方々おめでとうございます。所用により早

亀井会員：

退します。

母君葬儀へのお礼

河本啓伸君

全世界のロータリアンの皆様、お待たせ致しまし

た。誰にも頼まれていないにも関わらず、『ポール・ハリスへ
の手紙』という名曲が完成。4/23（土）の天才ミュージシャン
マルチプル・ポール・
ハリスフェロー表彰
左から小林・程島・池
上の各会員

のライブで世界初公開されることとなりました。チケットは売
るほど余っていますので、いつでもお声掛け下さいませ。
小林

亨君

ＭＰＨＦピン、ありがとうございました。

水嶋

聡君

皆様に幸あれ！

◎出席報告 木村信一会員
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和田幸男君

清水会長エレクト、
「ＰＥＴＳ報告」よろしくお願

いします。
横山宏実君

また、次年度は事務局の中澤さんの休日を水曜から火曜に変
て、事務的な連絡が多いということを考慮したものです。それ
と、理事会議事録は会報に載せるとともに、メールまたは FAX

池上先生、21 日のおさらい会とても素晴らしかっ

たです。若い人達がたくさん出演されていてうれしかったです。
清水さん、卓話たのしみです。
半田朋子君

８８．６４％

えてもらうことにしました。水曜が例会前日ということもあっ
久しぶりに来ました。清水さん、ＰＥＴＳ報告お

願いします。
吉田恵子君

修正出席率

でも皆さんに送る予定でいます。ガバナー公式訪問は 9/8 で、
それにともなってガバナー補佐訪問は 8/25 になります。
ＰＥＴＳについては時間が短く感じました。ガバナーエレク

皆様こんにちは。一週間あくと久しぶりの気がし

トの佐野さんの話はちょっとわかりづらいところがありまし

ます。今日は真冬、風邪をひかないように気をつけましょう。

て、今年度の田中ガバナーがいかにわかりやすい言葉で伝えて

大木

くれているのかがわかりました。私の考えではＰＥＴＳという

暁君

表彰の皆様、おめでとうございます。申し訳ござ

いませんが、中座させて頂きます。

のは次年度ＲＩ会長の考え、ガバナーの考えを聞いて、それに

西山国男君

向かって皆で団結していこうというものだと思っていました。

池上先生・程島先生・小林さん、おめでとうござ

います。清水会長エレクト、ＰＥＴＳ報告宜しくお願いします。

ただ、正直言うと佐野さんの話があまり印象に残らなかった、

畠田宏冶君

ということがありまして、我々としてはどうすればいいのかと

も

別れの季節に涙しています。散る桜

咲いてる桜

散る桜

北村公子君

感じました。勿論、初回ということもあって緊張もされていた
3 月 21 日に茅ヶ崎観光協会とＪＴＢの企画で子

供たちを対象にしらす干しをつくろう「しらのす教室」が行わ

でしょうから、追々もっと明確になってゆくと思いますが。
佐野ガバナーエレクトが2016-17年度に掲げる地区目標は

れました。当日はＮＨＫの首都圏ニュースで放映されましたが、

「ロータリーの３つの義務の遂行」「ロータリーの戦略計画

本日午後 6 時からＪＣＯＭテセイリーニュースで放映されま

を遂行し、継続性を重視する」「ロータリークラブセントラ

す。どうぞご覧下さい。子供たちも初めての体験でとっても楽

ルに10 個以上の目標を設定」とのことです。具体的には、会

しかったとの事でした。

員増強については、「少なくとも、確実に小クラブ(会員50

小澤雅彦君

寒いですね。この寒さなら 4 月 7 日の花見にちょ

名以下)純増1 名以上、大クラブ(会員51 名以上)純増2 名以上

うど満開かもしれませんね！楽しみです！

を目指す。特に、女性会員の増強・現会員の維持・40 才未満

岩本好正君

マルチプル・ポール・ハリスフェロー表彰の池上

の会員の増強に力を入れる。新会員対策としてクラブ奉仕委

会員・程島会員・小林会員、おめでとうございます。清水会長

員会と協力し、各グループで２回以上の研修会を開催する」

エレクト、卓話楽しみにしています。私事ですが、4 月 1 日付

というものです。財団・米山への寄付については「年次寄付

けで異動となります。来週が最後の例会出席となります。改め

を財団100 周年を祝い、一人当たり200 ドル以上達成。全会

てごあいさつさせていただきますが、この場をお借りしてご報

員が寄付0 なしを目標とする」ポリオプラス寄付については

告させていただきます。［本日 23 件、44,000 円です］

「全クラブ、一人当たり40ドル以上寄付」米山記念奨学金寄
付については「一人当たり20,000 円以上」を目標とします。
人道的奉仕については「各クラブがグローバル補助金又は
DDF の提唱者となるようプロジェクトの推進を図る。補助金
管理セミナーに各クラブ1 名以上出席してグローバル補助金
の理解をする。各グループ内で、3 クラブ以上協力して、大
規模で注目集めるプロジェクトに挑戦する」ことが目標で

委員会報告の岩本会員、木村会員、亀井会員、水嶋会員

卓話「ＰＥＴＳ報告」 清水賢一会長エレクト
本日、次年度理事会が初めて開催されましたので、そこで
承認頂いたことについて、ご報告致します。まずは組織図で

す。オンラインツールの利用に関しては「各クラブ2 名以上
の会員が、マイロータリーのフォーラムに参加。半数以上が
My Rotary に入力」を目標とするとのことです。
皆さんの協力なしには出来ないことばかりですので、１年
間のご協力をよろしくお願い致します。

すが、クラブ内のものは固まっていますが、地区の方が若干
流動的です。これは来週の例会にはお配り出来るかと思いま
す。また、次年度の基本事業・継続事業はほとんど今年度と
変わりません。
次年度の行事の中で既にスケジュールが決まっているもの
は、12/22（木）鎌倉プリンスホテルで開催するクリスマス家
族例会、2/25（土）に行われるＩＭです。ＩＭは当クラブが主
管となります。開催場所は未定ですが、次年度ガバナー補佐
である池亀さんと相談しながら決めていこうと思います。そ
れと、交換学生の受け入れをすることも決まっています。

左）清水賢一会長エレクト 中）ジョン F.ジャーム次年度
ＲＩ会長 右）佐野英之ガバナーエレクト

