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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 「手に手つないで」
◇会長挨拶

◇幹事報告

※点鐘後、新会員歓迎会ならびに退会会員送別会
◎会長挨拶

で決定されたが、親睦委員会では予算外。出処を横山貢幹事

◎幹事報告

に確認する。

◇国際ロータリーより

③茅ヶ崎産業まつり（4/16（土）
・17（日）
）ポリオ撲滅キャ

＊４月度ロータリーレートの通知

１＄＝１１６円

◇米山梅吉記念館より

茅ヶ崎 3 クラブ合同で取り組むポリオ撲滅キャンペーンにつ

＊春季例祭開催の通知

・４/２３(土) １４：００～ ・米山梅吉記

念館ホール
＊賛助会入会の依頼

ンペーンについて
いて、
茅ヶ崎湘南 RC からの要請で 1 クラブ各日 9:30-13:30、
1:30-17:30 の時間帯にそれぞれ各 3 名の参加をお願いした

会費：一人年間 ３，０００円（一口）

い（合計 12 名）
。できればオックスフォードシャツあるいは

＊米山梅吉記念館「館報」２０１６春号 Vol.２７

地区のベスト着用にて。

◇タウンニュース

④青少年交換学生受入れに（ホームステイ）ついて

＝４月度定例理事会議事録［簡易版］＝

成田理事：4 月 2 日に交換学生の概要が判明（国籍、性別等）

①茅ヶ崎ＲＣ創立 55 周年記念事業について

する予定。カウンセラーとホストファミリーを 5 月の理事会

a)来賓招待者一覧を確認。

までに決めておく必要あり。

日程等、早急にクラブ内外に周知させる。

⑤鮎の放流事業について

b)アスレチックベンチ寄贈の案内板について

市子連（茅ヶ崎市子ども会連絡協議会）経由での依頼締切を

図案について実行委員会に一任する。

3 月 31 日としていたが、本日現在申込みは合計 147 名（大

c)その他

人 69 名、子供 78 名）
。各クラブの参加者を合わせて確認し、

清水エレクト：ベンチは 4 月 20 日過ぎに納品予定。看板は

今一度集計し直す必要あり。

5 月初旬見込み。

⑥その他

大森会長：贈呈式は 55 周年式典内で行う。旅行帰りに現場

a)清水エレクトより、個人情報保護の観点から事務局にシュ

に立ち寄るのは無理。

レッダーを配備する必要があるのではないかという提言が

②茅ヶ崎湘南 RC との合同例会

あり、見積りを取ることが求められるも、原則承認された。

水嶋親睦委員長より合同例会予算が提出され、承認された。

b)事務局の据置型電話が旧タイプのため、複数録音設定や受

同時に事務局にある CD プレイヤーが故障しているため、

信電話の番号確認ができない状態なので、金額の見積りを取

買い替える必要があるとの動議が提出された。金額の見積

ることが求められるも、新機種に買い替えることで原則承認

りを取ることが求められるも、原則承認された。また、急遽

された。

岩本会員の転勤が決まったことを受け、同日予定されてい

c)加瀬職業奉仕委員長より、4 月第 2 週の職業奉仕フォーラ

た新会員歓迎会を、送別会・新会員歓迎会に変更しての予算

ムに向けて、会員全員の職業アンケートを回収し、それを基

再審議依頼があり、合わせて承認された。今年は善谷寺への

に当日お互いの職業について理解を深め合う場とすること

謝礼を各クラブから 1 万円ずつ拠出することが前回理事会

を再確認した。

で決定されたが、親睦委員会では予算外。出処を横山貢幹事
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◎スマイル報告 岩本好正君
大森久巳男君＆横山貢君 岩本会員、今後の御活躍をお祈りし
ます。小山田会員、小澤雅彦会員、ロータリーライフを楽しん
で下さい。
小山田安利君 本日はカンゲイ会ありがとうございます。みな
さんにとって楽しい一時になればと思います。
田中賢三君 岩本さん、たいへんお世話になりました。御自宅
が遠いにも関わらず、献身的な奉仕活動に敬服いたしておりま
す。どうぞお元気で御活躍下さい。小山田さん、小澤さん御入
会おめでとうございます。Enjoy Rotary です。
伊藤留治君 岩本さん、短い間でしたが大変お世話になりまし
た。お身体に留意され、今後もご活躍下さい。小山田さん、小
澤雅彦さん若い力の躍進に期待しています。
加藤 寛君 新会員の小山田さん、小澤さんおめでとう！岩本
さん御栄転おめでとう！
和田幸男君 小山田さん、小澤さんよろしくお願いします。岩
本さん、お世話になりました。お元気で。
小澤雅彦君 本日は歓迎会を催して頂き、ありがとうございま
す。岩本さん、短期間ですが、お世話になりました。我が家は
自宅もオフィスもＪ：ＣＯＭです。これからもよろしくお願い
致します。ますますのご活躍とご健康をお祈り申し上げます。
吉田恵子君 桜の花がきれいですね。明日から新年度が始まり
ます。また新たな気持ちでがんばりたいです。新しい任地へう
つられる方、茅ヶ崎を忘れないで下さいね。
杉本行廣君 小山田君、小澤君の今後のご活躍を期待し、別れ
行く岩本さんのご健勝を祈念して。
程島利通君 岩本さん、地区大会お世話になりました。
清水賢一君 小山田さん、小澤さん入会おめでとう。ロータリ
ーをたのしんでください。岩本さん、ざんねんですがまた、お
会いする日をたのしみにしています。
西山国男君 岩本さん、大木さん、ご栄転おめでとうございま
す。小山田さん、小澤雅彦さん、宜しくお願い致します。
成田栄二君 歓送迎会、楽しくやりましょう。岩本さん、お世
話になりました。
出口敬純君 小山田君、小澤雅彦君、大歓迎致します。岩本さ
ん、短い間でしたが、お疲れ様でした。地区大会ありがとうご
ざいました。
澤邑重夫君 岩本さん、お疲れ様でした。本当に淋しい思いで
す。小山田さん、小澤さん、どうぞよろしくお願い致します。
大箭剛久君 先日テレビで「春歌ベスト 100」という番組をや
っていました。なるほど、春は出会いと別れの季節ですね！岩
本さん、短い間でしたが、お世話になりました。これからのご
健闘をお祈りします。新会員のお二人、これからもよろしくお
願いします。
中山富貴子君 小山田さん、小澤さん、ご入会おめでとうござ
います。岩本さん、本当にお世話になりました。すてきなコン
サートにお誘い頂きましてありがとうございました。
水嶋 聡君 小山田さん、小澤雅彦さん、新しい仲間にカンパ
イ！岩本さん、われわれはいつでも仲間です。またお会いしま
しょう。すばらしきロータリアン。皆様に幸有れ！
杉田祐一君 小山田さん、小澤さん、ご入会あらためましてお
めでとうございます！岩本さん、地区大会では大変お世話にな
りました。とても心地良いスマイル報告を聞けなくなるかと思
うと残念です。ご栄転後も、またお顔を出していただければ幸
いです。
北村公子君 小山田さん、小澤さん御入会おめでとうございま
す。今日の歓迎会お楽しみ下さい。岩本さん、お世話になりま

修正出席率

８８．８９％

した。これからのご活躍お祈りいたします。
富田桂司君 小山田さん、小澤さん御入会おめでとうございま
す。岩本さん、御栄転おめでとうございます。新天地での御活
躍を祈っております。
木村信一君 岩本さん、短い間でしたが、ありがとうございま
した。すてきなコンサートに楽しいお話、すてきな思い出にな
りました。またお会い出来る日を楽しみにしています。
杉本剛昭君 岩本さん、お世話になりました。是非また遊びに
来て下さい。小山田さん、小澤さん、共にロータリーライフを
楽しみましょう。
岩澤淑江君 小山田さん、小澤さん入会おめでとうございま
す。後輩が出来てうれしいです。岩本さん、やさしい笑顔がみ
られなくなるなんて寂しいです。コンサートありがとうござい
ました。新たな地での更なるご活躍、お祈り致します。
岩本好正君 小山田さん、小澤さん、ご入会おめでとうござい
ます。茅ヶ崎ロータリークラブの皆さま、１年間という期間で
したが、本当にお世話になりました。人のお付き合いというの
は、その時間の長短ではなく、密度なのだなぁ～という事を教
えて頂きました。言葉では言いつくせない感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
［本日 26 件、53,000 円です］

新メンバーとなった小澤雅彦君と小山田安利君

栄転となり、残念ながら退会となった岩本好正君

左から田中ガバナー、大森会長、水嶋親睦委員長

