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◇歌唱「手に手つないで」「赤とんぼ」    ◇入会セレモニー ［中島哲男君・椋梨晴喜君］ 
◇会長挨拶    ◇幹事報告    ◇委員会報告 広報他       
◇卓話 任期満了挨拶 和田幸男会長・澤邑重夫幹事  ◇退会セレモニー 稲毛 隆君 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2013 年 6 月 27 日（木） 第２５８４回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 47 

◎ゲスト・ビジター紹介 

ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生） 

◎入会セレモニー 

中島哲男君（紹介者：田中賢三君）、椋梨晴喜君（紹介者：

和田幸男君・澤邑重夫君） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  

７月度ロータリーレートの通知 １＄＝９９円 

◇ガバナー事務所より 

インターアクト通信 創刊の通知 添付「インターアクト通信

創刊号・７月号」 

◇世田谷ＲＣより 創立５０周年記念式典 出席への礼状と

記念誌  

◇タウンニュース 

◎会報 着 寒川・綾瀬 

◎例会変更 

☆藤沢南  ７／１５（月）休会  

８／１９（月）休会（クラブ定款による） 

◎委員会報告 

国際奉仕［加藤会員］：９月の台北西北扶輪社チャーター

ナイト参加の呼び掛け 

次年度情報［池上会員］：ロータリーのいろは・ロータリーの

基礎知識等の配布について 

会報［河本会員］：名簿新規作成に伴う 

掲載写真についてのアンケートについて 

◎退会セレモニー 

稲毛 隆君（2011 年 7 月 7 日入会） 

新入会の椋梨晴喜君・中野哲男君、米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君 

委員会報告の池上・加藤会員、スマイル平井会員。出席梅田会員 

本日で退会となった稲毛隆君 

◎スマイル報告 平井 茂会員 

和田幸男君 中島さん、椋梨さん、入会おめでとうございます。皆

様、１年間ありがとうございました。 
田中賢三君 中島さん、椋梨さん、入会おめでとうございます。

Enjoy Rotary。稲毛さん御栄転おめでとうございます。和田会長・

澤邑幹事一年間御苦労様でした。お陰様で増強では記念すべき年と

なりました。 
程島利通君 今年度役員・理事の皆様、ご苦労様でした。 
池上 實君 稲毛さん、在籍中お世話になりました。お元気で活躍

して下さい。新会員の中島さん、椋梨さん、入会おめでとう。大歓

迎です。 
大森久巳男君 和田会長・澤邑幹事一年間おつかれさまでした。中

島哲男君、椋梨晴喜君、入会心から歓迎します。 
 

※スマイルは裏面へ続く 



 
◎出席報告  梅田弘人会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
６／２７ ２５８４ ４１ ４０ ３４ ０ ６ ８５．００％  

６／１３ ２５８２ ４０ ４０ ３６ ２ ２ ９５．００％ ９５．００％ 

 杉本行廣君 稲毛さん、お名残惜しいですが、新任地でのご活

躍を祈念いたします。椋梨さん・中島さんの入会を祝して。 
加藤 寛君 和田会長、一年間御苦労様でした。新入会員の中

島さん、椋梨さん、ようこそ。稲毛さん、さみしいです。 
山口利通君 米山奨学生のヴー君ようこそ。新会員の中島さ

ん、椋梨さん、御入会おめでとうございます。稲毛さん、ご苦

労様でした。これからも平塚ラスカの総務部長としてご活躍下

さい。再見！ 
伊藤留治君 中島さん、椋梨さん、ようこそ茅ヶ崎ＲＣへ。稲

毛さん、茅ヶ崎ＲＣ忘れないで。会長・幹事さん、一年間御苦

労様でした。 
吉田恵子君 和田さん、一年間ありがとうございました。出口

さん、よろしくお願いします。 
下里洋一君 和田会長・澤邑幹事はじめ、役員の皆様おつかれ

様でした。中島さん、椋梨さん、入会おめでとうございます。

稲毛さん、お元気で。 
岡本辰男君 会長・幹事・役員の皆様、ご苦労様でした。 
斉藤信夫君 小澤さん、タバコありがとうございました。和田

会長、一年間お世話になりました。 
梅田弘人君 和田会長・澤邑幹事一年間おつかれ様でした。稲

毛さん、大変お世話になりました。さびしい限りです。中島様・

椋梨様、入会おめでとうございます。よろしくお願いします。 
加茂正司君 今年度最後の例会です。和田会長・澤邑幹事本当

に御苦労様でした。新会員の中島さん、椋梨さん、ご入会おめ

でとうございます。 
大箭剛久君 先週初めてメイキャップに行って来ました。笑顔

だけ振りまいてきました。藤沢北ロータリーさん、お世話にな

りました。 
岩澤あゆみ君 和田会長・澤邑幹事１年間お疲れ様でした。ゲ

ストのヴー・ホアン・ミンさん、ようこそおいで下さいました。

成田さん、国際大会のおみやげありがとうございます！ 
中山富貴子君 和田会長・澤邑幹事一年間おつかれ様でした。

これからも宜しくお願いします。成田様、国際大会おみやげを

ありがとうございます。 
粂 仁夫君 会長・幹事、ごくろうさまでした。中島哲男君、

椋梨晴喜君、入会おめでとう。稲毛さん、お元気で！ 
清水賢一君 新入会員の中島哲男さん、椋梨晴喜さん、入会お

めでとうございます。和田会長・澤邑幹事１年間ごくろうさま

でした。 
小澤耕一君 新会員、中島・椋梨君ようこそ！ご活躍を祈りま

す。 
西山国男君 ヴー・ホアン・ミンさんようこそ。新会員の皆様、

ご入会おめでとうございます。 
成田栄二君 和田会長・澤邑幹事一年間お疲れ様でした。国際

大会から今日帰国しました。今年の開会式は Fantasticでした。

翌日シントラ宮殿で偶然チャールズガバナー夫妻と会い、Big 
Hug をして記念撮影しました。 
出口敬純君 ミン君ようこそ。中島さん、椋梨さん、入会おめ

でとうございます。和田会長・澤邑幹事一年間お疲れ様でした。 
杉田祐一君 中島さん、椋梨さん、ご入会おめでとうございま

す。ゲストのヴー・ホアン・ミンさん、ようこそいらっしゃい

ました。 
半田朋子君 中島様、椋梨様、入会おめでとうございます。会

長・幹事、お役目御疲れさまでした。ヴー・ホアン・ミン君、

よくいらっしゃいました。 
平井 茂君 和田内閣の皆様、一年間ご苦労様でした。新会員

の皆様、ご入会おめでとうございます。稲毛さん、短い間です

が、お世話様でした。 
［本日 27 件、58,000 円です］ 

卓話「任期満了挨拶」 

和田幸男会長 

 今年度の大きな出来事は次の３つになる 
かと思います。 
（１）伊藤留治会員の皆出席 50 年 
この時は泉さんもご夫妻で参加され、出席 
率が 100%で感動しました。 
（２）2015 年度に田中ガバナー誕生 
当クラブで初のガバナーノミニーに選出されました。 
（３）初めての女性会員誕生 
これまでに５名の女性会員が入会しました。全体では入会 14
名、退会４名の純増 10 名、会員数は 41 名となりました。 
 会長になることになって、予算を組んでみると会員数 31 名だ

と 70 万円ほど足りない計算になって愕然としました。これは会

員を増やさないとまずいと思いました。しかし、20 名以上の人

に断られました。田中さんから「断られるのも勉強」と言われ

たのが励みになって、頑張ることができました。 
 社会奉仕では海岸清掃、麻薬撲滅運動、高南駅伝小学生の部

優勝旗寄贈、湘南・中央との合同で大槌町漁協へ帆立巻き上げ

機と帆立カッターを寄贈などが主だったものでした。 
 これからも会員 40 名以上を維持して欲しいと思います。それ

によって予算面・人材面ともに安泰です。そのためには例会の

和やかな雰囲気や、物事を強制しないという空気が大切です。

それによって出席率も上がります。 
 自分としては会長の責任をほぼ果たせたと思います。これも

皆さんの協力のお陰です。１年間ありがとうございました。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

澤邑重夫幹事 

 今日も委員会の活動報告書の原稿をお

願いしたところですが、これを終えるとよ

うやく幹事としての仕事も終わるのかな

と思います。何卒、担当の方はよろしくお

願い致します。 
 私は活動計画書に書いてある通り、と言

うか、例会が和やかに進んでいけばそれで十分だったのかと思

います。皆さんのご協力によって、愉しい１年間を過ごせたと

思います。委員会計画書にある「例会が最も大切な場と心得、

会場監督と協力して有意義な会の運営に努めます。理事会では、

役員及び理事と充分な協議を重ね、内容は議事録で残します。

RI 及び地区への報告、連絡は遅滞なく速やかに行います。各種

大会、地区会合等に積極的に参加を呼びかけます。各委員会活

動の目的達成に協力します。」といったことも、自分なりには何

とかなったのかなと思います。 
 次年度はプログラムを 
担当させて頂いたり、そ 
のあとは会長ということ 
もありますので、引き続 
きご協力頂きますよう、 
よろしくお願い致します。 
１年間ありがとうござい 
ました。 
 


