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2017 年 11 月 30 日（木） 第２７８４回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 19
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「手に手つないで」 「四つのテスト」

◇ルイ・デラ・クルス様御挨拶

◇会長挨拶

◇委員会報告 社会奉仕 他

◇幹事報告

◇卓話 「財団月間卓話」

中村眞英様（ゲストスピーカー・伊勢原平成ＲＣ）

◎ゲスト・ビジター紹介
ルイ・デラ・クルス様 （Ｍａｎｄａｌｕｙｏｎｇ（マンダルヨン）ＲＣ 会長
エレクト）ミカ・カスティーリョ様 （ルイ・デラ・クルス様 パートナ
ー）

中村眞英様 （ゲストスピーカー・伊勢原平成ＲＣ）

野龍彦様 （ゲストスピーカー・平塚湘南ＲＣ）

吉

脇 吉昭様 （茅

ヶ崎湘南ＲＣ会長）

左からフィリピン・マンダリオンＲＣ会長
エレクトのルイ・デラ・クルス様、委員会
報告の吉田・加瀬・橋本祐一の各会員

◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より
通知

１２月度ロータリーレートの
スマイル報告

１＄＝１１２円

橋本祐一会員

◇ガバナー事務所より

中村眞英様（伊勢原平成ＲＣ）・吉野龍彦様（平塚湘南ＲＣ）

＊第６回日台ロータリー親善会議の案内

茅ヶ崎ＲＣの皆様こんにちは。本日は財団の卓話に呼んで頂き、

・２０１８年 ３/１（木） 親善会議…１４：００～１７：３０ 懇親会…
１８：３０～２０：３０ ・漢来大飯店 ９階 国際ホール

・登録

ありがとうございます。11 月は財団月間です。より深く財団を
理解して頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

料・・・日本の会員 １５，０００円／家族 １０，０００円

脇

＊第１グループ・第２グループ・第３グループ・第４グループ合同

くお願い致します。

新会員の集い 開催案内 ・２０１８年 １/１３（土） １７：３０～ ・

横山貢君＆中山冨貴子君

藤沢商工会館 ミナパーク ６階多目的ホール ・対象者…入会３

ティーリョ様ようこそお越し下さいました。ゲストスピーカー

年以下の新会員・会長・幹事・クラブ増強委員会 ・参加費…５，

中村眞英様・吉野龍彦様、卓話を宜しくお願い致します。勉強

０００円

させて頂きます。茅ヶ崎湘南の脇会長、ようこそお越し下さい

・テーマ…「楽しくなければロータリーじゃない」

◇ガバナー補佐より

２０１７-１８年度 第８回会長・幹事会 開

吉昭様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）お久しぶりです。今日はよろし
ルイ・デラ・クルス様、ミカ・カス

ました。

催のお知らせ ・１２/１５（金） １９：００～２１：００ ・なんどき牧場

伊藤留治君

◇国際ソロプチミスト茅ヶ崎より

いらっしゃいました。中村様・吉野様、卓話よろしくお願いい

『湘南の海 冬景色をフラと楽

しむチャリティーランチ』 開催のご案内

ゲスト・ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ

たします。

・２０１８年 １/２９（月） １２：００開会

池上

・茅ヶ崎迎賓館

ゲストスピーカーの中村様・吉野様、卓話楽しみにしておりま

・会費…１１，０００円

實君

マンダルヨンＲＣ会長エレクト御夫妻ようこそ！

◇タウンニュース

す。大勢のゲスト・ビジターをお迎えして、さらに楽しい例会

◎委員会報告

になりますように。

社会奉仕［吉田会員］：12/7 例会後の植栽についての確認

加藤

親睦［加瀬会員］：12/21 クリスマス会の出欠席確認のお願い

日本へようこそ。

寛君

フィリピンのマンダルヨンクラブのルイスさん、

出席報告 大竹孝一会員
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田中賢三君

フィリピンからルイさん、ミカさん、ようこそ。

岩澤淑江君

８４．４４％

お客様ようこそいらっしゃいました。中村様・吉

本日の卓話、地区財団委員会より、中村さん、吉野さん、よろ

野様、卓話楽しみに致しております。

しくお願い致します。脇さん、いつもたいへんお世話になり、

後藤三紀君

有難うございます。

楽しんで下さいませ。

大森久巳男君

伊藤和明君

フィリピン・マンダルヨンＲＣ会長エレクト・

修正出席率

ゲストのみなさま、ようこそいらっしゃいました。
脇さん、いらっしゃいませ。いつも湘南ＲＣ例会

ルイ・デラ・クルス様、令夫人ミカ・カスティーリョ様、よう

場でご利用いただき、ありがとうございます。今後も宜しくお

こそいらっしゃいました。ゲストスピーカー中村眞英様・吉野

願いします。

龍彦様、卓話宜しくお願いします。

徳舛幸丈君

成田栄二君

お互いに風邪などに気を付けましょう。

フィリピン・マンダルヨンＲＣのルイ・デラ・ク

今日からさらに温度が下がり、寒くなるようです。

ルス様、ミカ・カスティーリョ様ようこそ！ゲストスピーカー

橋本祐一君

の中村補助金配分委員長、吉野副委員長、卓話よろしくお願い

そ。伊勢原平成ＲＣ中村様、平塚湘南ＲＣ吉野様、卓話を楽し

します。茅ヶ崎湘南の脇会長、お忙しい中ようこそいらっしゃ

みにしています。

いました。

［本日 29 件、40,000 円です］

河本啓伸君

マンダルヨンＲＣクリス様、茅ヶ崎ＲＣへようこ

たくさんのお客様ようこそ。小澤雅彦さん、ポリ

オ撲滅のチャリティーマラソン完走お疲れ様でした。
和田幸男君

お客様ようこそ。ゲストスピーカーの中村様・吉

野様、よろしくお願い致します。
出口敬純君

ゲスト・ビジターの皆様、ようこそいらっしゃい

ました。卓話よろしくお願いします。
澤邑重夫君
岩澤あゆみ君

お客様ようこそ。
中村様・吉野様、卓話よろしくお願いします。

脇会長、ようこそお越し下さいました。Mandaluyong RC next
president Louis and his partner Mika, welcome to our club. I
hope it will be a first step to make a good relationship and do
some projects together in the future.
杉田祐一君

ゲスト・ビジターの皆様、ようこそいらっしゃい

ました。中村委員長、吉野副委員長、卓話どうぞよろしくお願
いいたします！
吉田恵子君

カレンダーが残り一枚になりました。早いですね。

ゲストの皆様ようこそ。中村様・吉野様、卓話楽しみにしてお
ります。
大箭剛久君

オール・ザ・ゲスツ、ウェルカム

トゥ 茅ヶ崎

ロータリークラブ！プリーズエンジョイ！
水嶋

聡君

富田桂司君

皆様に幸有れ！
ゲストルイ・デラ・クルス様、ミカ・カスティー

リョ様、ようこそいらっしゃいませ。中村委員長、吉野副委員
長、卓話よろしくお願いします。脇さん、ようこそいらっしゃ
いませ。
杉本剛昭君

マンダルヨンＲＣルイ・デラ・クルス様、令夫人

様、茅ヶ崎湘南ＲＣ脇様、ようこそお越し下さいました。中村

卓話は地区補助金分配・推進委員会委員長の中村眞英様（左）
と副委員長の吉野龍彦様のリードによるテーブルディスカッシ
ョン形式で行われました。財団に対する良くない点と良い点を
吐き出すことによって、より深く財団を理解しようという意図
によるものでした。当クラブからは上岡敏之氏をはじめとする
優秀な財団留学生を輩出してきた歴史はありますが、ピンとこ
ない若手会員も多く、良い機会となりました。

様・吉野様、卓話拝聴できることを楽しみにしております。よ
ろしくお願いいたします。
木村信一君

ゲストの皆様いらっしゃいませ。卓話を楽しみに

しています。
小澤雅彦君

マンダルヨンＲＣルイ・デラ・クルス様、ミカ・

カスティーリョ様

Welcome to Chigasaki RC! 脇様、ようこ

そいらっしゃいませ！先日のポリオ撲滅のチャリティーマラソ
ン無事間奏してまいりました。次回は２月に開催されるそうで
す。皆様もぜひご参加下さい！

ゲストスピー
カーの紹介は
当クラブ財団
委員長の杉田
会員

