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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 「我等の生業」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「年間報告」 横山 貢幹事・大森久巳男会長

水嶋聡親睦委員長⇒

※例会後、歓送迎会（新会員：木城基次君・大竹孝一君、退会会員：大木暁君）
◎ゲスト・ビジター
大木 暁様（元茅ヶ崎ＲＣ会員）岩本好正様（元茅ヶ崎ＲＣ
会員）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより
7 月度ロータリーレート 1＄＝102 円

卓話「年間報告」横山 貢幹事
本来、幹事となるはずだった
TOTO の梅田さんが急遽異動と
なり、二度目の幹事をお受けす
ることになりました。二度目ゆ
えに勉強不足だったこともわか
りましたが、何しろボリューム
が大きく、その意味では大変な
一年でした。
7 月は恒例の海岸清掃でしたが、近年はマナーが向
上していて、海岸が結構きれいだということに気が
つきました。
10 月の地区大会は直前になってバタバタ詰めてい
った印象がありますが、終わってみれば屋台村も含
め、高い評価を頂けるものでした。その後、11 月に
はガバナー公式訪問、12 月 24 日にはクリスマス家
族会に 80 名が集まりました。2 月ＩＭ、3 月 PETS、
4 月お花見例会と続いた後、5 月には 55 周年事業が
ありました。しおさい公園に寄贈したアスレティッ
クベンチでは、実際に子供や若者がそれで遊んでい
るという報告を娘から受けて、よかったと思う次第
です。 慌ただしく大変な１年でしたが、楽しく出来
たのは、皆さんのお陰です。ありがとうございまし
た。

卓話「年間報告」大森会長
田中ガバナーが掲げられた
「もっと役に立つ、もっと面白
いロータリー」ということを意
識し、できることは何なのかを
考えようとしましたが、それを
考えられる時間的な余裕があり
ませんでした。本当にあたふた
した１年でした。
しかし、10 月の地区大会はいざとなったらうちの
クラブは一つにまとまってこんなことも出来るとい
う再認識をしました。台北の 55 周年のあと、ホスト
クラブとしての本格的な取り組みが始まり、現地視
察を重ねて当日を迎えました。体育館での大懇親会
を含め、何とか無事に終えられたことを感謝します。
その後、4 月の鮎の稚魚放流事業は子供たちの情操
教育にも繋がるということで、やってみることにな
りました。危険はないか、ゴミを出さずに出来るか、
子供を集められるかといった問題をクリアして、
12,000 匹の稚魚を放流することが出来ました。ロー
タリーの広報という意味では大きかったのではない
でしょうか。
また、最大の目標でもあった会員増強は純増 4 名、
計 50 人という大台に届き、当初の目標も達成しまし
た。為せば成る、ということを実感致しました。梅田
さんの急な転勤で、横山さんが２度目の幹事を受け
て頂き、大変ご苦労をお掛けしました。次年度は会員
増強担当ですので、そちらでも頑張りたいと思いま
す。
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スマイル報告 西山国男会員
岩本好正様 茅ヶ崎ロータリーの皆さま本当にお世話になりま
した。異動してまだ２ケ月しか経ってないですが、遠い昔のよ
うな錯覚を覚えました。改めて皆さまの温かさを感じました。
感謝の言葉しかありません。
大木 暁様 本日は歓送迎会にお招き頂きありがとうございま
す。久しぶりの茅ヶ崎、と言ってもまだ３ケ月ですが、とても
なつかしく思いました。皆様にお会いできてうれしく思います。
大森久巳男君＆横山貢君 岩本様お久しぶりです。ようこそい
らっしゃいました。山口利通会員、県民功労者表彰 2016 年受
賞おめでとうございます。これからも茅ヶ崎の発展の為御活躍
下さい。
山口利通君 今日、例会に来ましたら、プログラムに県民功労
表彰のお知らせが載っておりました。有難うございます。私ご
とぎが戴いてよう賞かわかりませんが、今後とも微力ながら社
会奉仕を続けていきたいと思います。本当に有難うございます。
小澤雅彦君 大木さん、岩本さん、再会できてうれしいです！
前回、自分の歓迎会の際「よし、今日はスマイル奮発するぞ」
と思ったら、財布が空っぼでした。ロータリアンたるもの、財
布の中身には常に注意しましょう。ということで、今日は前回
の分まで奮発します！
池上 實君 大森・横山年度の最終例会を迎えました。地区大
会、クラブ 55 周年と大きなイベントで大変な年度でした。心よ
りお礼を申し上げます。おつかれ様でした。
伊藤留治君 大森会長・横山貢幹事、激動の１年、本当にお疲
れ様でした。大木君、岩本君、いらっしゃい。茅ヶ崎ＲＣを忘
れず、また遊びに来て下さい。
程島利通君 大木さん、岩本さんようこそ。本日は楽しんで下
さい。
加藤 寛君 会長・幹事さん、一年間御苦労様でした。加瀬君、
出版おめでとう。
和田幸男君 大森会長・横山幹事、一年間お疲れ様でした。加
瀬さん、本ありがとうございます。
吉田恵子君 田中ガバナー、大森会長、役の皆様一年間ありが
とうございました。大木様、岩本様いらっしゃいませ。
成田栄二君 田中年度の最終日を迎えることが出来ました。皆
様、一年間大変お世話になりました。新会員歓迎会楽しくやり
ましょう。
出口敬純君 大森会長・横山幹事、一年間ご苦労様でした。岩
本さん、大木さん短い間でしたがお世話になりました。木城さ
ん、大竹さんこれからよろしくお願いします。
小林 亨君 大木さん、岩本さん、これからもよろしく！木城
さん、大竹さん、これからよろしく！
河本啓伸君 岩本ちゃんいらっしゃい。東京でも天才ミュージ
シャンの歌を公共放送で流すよう、職業奉仕をよろしくお願い
します。
澤邑重夫君 大森会長・横山幹事、おつかれさまでした。大木
さん、岩本さん、色々と有難うございます。新会員のみなさま、
よろしくお願いいたします。
中山冨貴子君 新会員の皆様ようこそ。これからよろしくお願
いします。大木さん、岩本さん、お久しぶりでございます。お
元気でご活躍の事と思います。
加瀬義明君 大森会長・横山幹事、お疲れ様でした。大木さん、
新天地でもご活躍をお祈りします。木城さん、大竹さん今後と
も宜しくお願い致します。明日発売の著作をお配りさせて頂き
ました。ご笑納下さい！
大箭剛久君 今年度最終例会となりました。大森会長・横山幹
事はじめ皆様、お疲れ様でした。次年度もよろしくお願いしま
す。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！皆様のおかげ様をもちまして親睦
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水嶋 聡君 皆様に幸有れ！皆様のおかげ様をもちまして親睦
委員長を務め上げることが出来ました。次年度は横山委員長の
船出です。がんばって下さい。ありがとうございました。
杉田祐一君 大木さん、岩本さん、ようこそいらっしゃいまし
た。大森会長・横山幹事、１年間大変おつかれさまでした。あ
りがとうございました。
富田桂司君 大木さん、岩本さん、いらっしゃいませ。お元気
でしたか？田中ガバナー、大森会長、一年間お疲れ様でござい
ました。会員数も 50 名の大台に乗り、例会に活気が出てきまし
たね。出席報告が楽しみです。木村君、最後の報告宜しくお願
い致します。
岩澤淑江君 新会員の方々ようこそ！大木さん、岩本さん、お
久しぶりです。お目にかかれてうれしいです。
木村信一君 大木さん、岩本さん、お久しぶりです。新天地は
いかがですか？私も息子が生まれ、新しい生活を楽しんでおり
ます。
北村公子君 大木さん、岩本さん、お久しぶりです。その後お
変わりなくお過ごしの事と存じます。木城様、大竹様御入会歓
迎致します。よろしくお願い致します。
品田和也君 新会員の木城様、大竹様おめでとうございます。
大木様・岩本様色々ありがとうございました。
木城基次君 例会後の歓迎会開催、心からお礼申し上げます。
ありがとうございます。
西山国男君 大森会長・横山貢幹事、１年間お疲れ様でした。
大木さん、岩本さん、いらっしゃいませ。
［本日 29 件、61,000 円でした］

左から横山貢幹事、新入会の木城会員、大竹会員、大森会長

美女軍団に囲まれて退会となった大木暁君。新天地でも茅ヶ崎Ｒ
Ｃを忘れず、ますますご活躍下さい

