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2018 年 7 月 5 日（木） 第２８１０回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 1
＝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［木村信一会員］⇒

◇会長章・幹事章の引き渡し ◇入会セレモニー［細井年春君］ ◇会長挨拶
◇幹事報告

◇卓話「所信表明」岩澤あゆみ会長・中山冨貴子幹事

◎ゲスト・ビジター紹介

＝6 月 20 日・27 日臨時理事会議事録［横山年度］＝

グエン・カーニーさん（米山奨学生）

①程島会員の退会について

◎入会セレモニー

5 月に退会届が提出されて以降、ここに至るまで会長・幹事、

新会員・細井年春君（紹介者・田中賢三君）

他の理事等により何度となく説得を重ねてきたが、けじめを

◎幹事報告

つけるというご意志が固かった為、退会が承認された。

◇ガバナー事務所より
＊上半期人頭分担金（地区資金本会計、事業会計、特別会
計（地区大会分担金）
）の送金依頼

くご意志が固かった為、退会が承認された。

◇米山記念奨学会より
奨学生用『ロータリーの友』購

入費 送金の案内
＊２０１８年度上期米山普通寄付金 送金の依頼

７/

１の会員数で納入
◇シキホール島セントラルＲＣ

原田淑人様より

『モ

リンガ茶を飲んで島の子どもたちの支援』 協力依頼
◇タウンニュース
◎委員会報告
親睦［小澤会員］
：7/26 直前会長・幹事慰労会について、
7/16 浜降祭後の海岸清掃について
社会奉仕［吉田会員］
：7/16 海岸清掃は AM9 時集合、10
時より海の家にて例会
会員維持・増強［澤邑会員］
：8/2 ラスカ快飛にて PM6 時
より、会費 4,000 円
国際奉仕［木村信一会員］
：9/20 からの台北西北 RC 訪問
についての確認

以前より退会の意思を横山会長に伝えていた小林会員から 6
月 18 日に退会届が出され、説得に努めるも程島会員と同じ

＊上半期地区資金比例人頭分担金の送金依頼
＊世話クラブ補助費 ・

②小林会員の退会について

③古知屋会員の退会届について
理事会に対する不信感より、6 月 7 日に退会届を提出された
が、周囲会員の懸命の説得により退会を留まってくれた。但
し、会長エレクトの任は辞退したい旨の申し出があり、その
件を受け、早急に後任を決める必要が生じたため、6 月 16 日
に指名委員会を開催することとなった。その結果は④に記述。
④次年度理事の変更について
指名委員会での決定を確認し、審議を行った。
古知屋会員に代わり、澤邑会員がエレクトに決まった。
加瀬会員に代わり、杉本剛昭会員が副幹事に決まった。
⑤斉藤会員の出席免除申請
承認された
⑥後藤三紀会員の退会について
社内人事異動による転勤により、退会届が提出され、承認さ
れた。この件に伴い、新たに細井年春氏より入会申込書が提
出され、満場一致で承認。氏名公開の手続きをすることが承
認された。

出席報告 北村公子会員

※会長・幹事所信表明は別紙となります

日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

７／５

２８１０

４６

４３

３５

２

６

８６．０５％

６／２１

２８０８

４６

３９＋２

３２

２＋３

４

８２．９３％

スマイル報告 安武 勝会員⇒
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 今日から
新年度がスタートします。一年間どうぞ
宜しくお願い致します。
池上 實君 クラブ創立 58 周年を迎える
岩澤会長・中山幹事御両人の女性会長・幹事の年度が
はじまりました。おめでとう。
伊藤留治君 岩澤会長・中山幹事、一年間のご活躍を
お祈りします。楽しいクラブ活動になりますよう、よ
ろしくお願いします。
杉本行廣君 いよいよ１年間の航海を始める岩澤船
長のお伴をすることになりました。ご声援よろしく
お願いいたします。後藤さん後任の細井会員を歓迎
して。
加藤 寛君 岩澤会長・中山幹事・新理事さん、一年
間御苦労様です。
和田幸男君 岩澤会長・中山幹事、１年間よろしくお
願いします。細井さん、入会おめでとうございます。
山口利通君 岩澤年度のスタート、期待致します。意
に反して今年度会計理事にさせられました。よろし
くお願い致します。
斉藤信夫君 岩澤会長・中山幹事さん、一年間お世話
になります。
成田栄二君 新年度入りです。会長・幹事はじめ理
事・役員の方々よろしくお願いします。米山奨学生グ
エン・カーニーさん、ようこそ！
河本啓伸君 気がつけば新年度。肩の力を抜いて、適
切に頑張りましょう。クラブ史上初の女性会長・幹事
の門出を祝します。あ、普通の文になっちゃった．．
．
大森久巳男君 新会員細井年春君、入会心から歓迎
致します。宜しくお願い致します。
。グエン・カーニ
ーさんげんきですか。ようこそいらっしゃい。
平井 茂君 横山年度の会長他役員の皆様、ご苦労
様でした。岩澤年度もよろしくお願い致します。
出口敬純君 グエンちゃんようこそ！細井さん、入
会おめでとうございます。岩澤会長、理事の皆さん、
一年間よろしくお願いします。
澤邑重夫君 カーニーさん、ようこそ。8 月 2 日は会
員維持・増強委員会です。委員会ですが、親睦が中心
で楽しんでもらえればと思っています。みなさま、ラ
スカの快飛へゴー！
横山 貢君 本年度理事の皆様、宜しくお願い致し
ます。連続での中山幹事、頑張って下さい。カーニー
さんようこそ！
杉田祐一君 いよいよ新年度が始まりましたね。岩
澤会長・中山幹事、１年間どうぞよろしくお願いいた
します！
吉田恵子君 新年度になりましたね。役員の皆様、よ
ろしくお願いいたします。
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大箭剛久君 新年度のスタート、おめでとうござい
ます。茅ヶ崎クラブらしい、格式のある雰囲気の中に
も、ユーモア溢れる例会としていきたいと思います。
皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
北村公子君 新年度が始まります。岩澤会長はじめ
新理事・役員の皆様よろしくお願い致します。気分一
新スタートしましょう。
杉本剛昭君 今年度副幹事として司会を務めさせて
頂きます。拙い進行になりそうですが、皆さま、ご指
導のほどよろしくお願い申し上げます。
木村信一君 カーニーちゃん久しぶり。細井様、楽し
んで下さい。岩澤会長・中山幹事、今期もよろしくお
願い致します。
岩澤淑江君 新しい年度にワクワクです！何かステ
キなことがはじまりそうですね。
小澤雅彦君 新体制での初例会。皆様どうぞよろし
くお願いいたします！細井さん入会おめでとうござ
います。一緒にロータリーを enjoy しましょう!
橋本正一君 グエン・カーニーさん、こんにちは。細
井さんようこそのご入会です。いよいよ新年度の始
まりです。岩澤会長のもと、明るく楽しいロータリー
活動をめざしましょう。
橋本祐一君 岩澤会長、役員の皆様、１年間よろしく
お願いいたします。細井さん、茅ヶ崎ＲＣへようこ
そ。これからよろしくお願いいたします。
石田貴一君 新年度となりました。岩澤会長・中山幹
事よろしくお願いします。
熊澤孝之君 新入会員細井様、入会おめでとうござ
います。新体制の御活躍を祈念申し上げます。ガンバ
レ！
安武 勝君 グエンさんこんにちは。細井さん入会
おめでとうございます。岩澤会長・中山幹事１年よろ
しくおねがいいたします。
［本日 29 件、38,000 円です］

左）新入会の細井会員

右）米山奨学生のカーニー

委員会報告の小澤・吉田・澤邑・北村の各会員

