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◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」     ◇四つのテスト唱和［大木暁会員］ 
◇諸事お祝   ◇会長挨拶・理事会報告  ◇幹事報告  ◇委員会報告 親睦 
◇年次総会           ◇加茂正司会員 退会挨拶 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 12 月 5 日（木） 第２６０６回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 22 

◎諸事お祝 

☆誕 生 祝    程島利通君・西山国男君 １１月：大木 

暁君 （佃煮セット）  歌唱：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  下里洋一君・吉田恵子君・加瀬義明君 

１１月：岩澤あゆみ君・大木 暁君 （グルメセット） 

＊平井会員夫人ご命日 １２月１日 (花籠) 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  ＲＩ日本事務局「財団室ＮＥＷＳ」２

０１３年１２月号 

◇ガバナー事務所より  

＊ＲＩ第２７８０地区２０１６-１７年度 地区ガバナー・ノミニー

候補者告知の件 

２０１６-１７年度 地区ガバナー・ノミニー候補者・・・佐野 

英之氏 （秦野ロータリークラブ） 

＊２０１４～２０１５年度クラブ行事予定・クラブ公式訪問希望

日程通知の依頼  通知締切：１２/２０(金) 

◇茅ヶ崎商工会議所より  平成２６年新春賀詞交換会の

案内 

 ・平成２６年１/7(火) １１：３０ ・茅ヶ崎市コミュニティーホ

ール ・会費：５，０００円 ・締切･･･１２/２４(火) 

◇ロータリーの友 １２月号  ◇ガバナー月信 Ｖｏｌ.６号  

◇タウンニュース 

◎会報 着 寒川・綾瀬 
◎委員会報告 

親睦［梅田会員］：クリスマス家族 
例会オークションについての説明 
◎加茂正司会員退会挨拶 

会社の現状を鑑み、今月を以て退会 
させていただきます。ほぼ 15 年間 
本当にお世話になりました。 

理事会議事録［１２月度定例理事会］ 

①総会について 
承認 
②加茂正司会員・小林八重子会員 退会について 
池上会員より加茂会員を名誉会員に推薦され 承認 
③その他 
大森会員より陸前高田・高南駅伝協賛のお願い 承認 
出口会長より青少年交換学生・東君よりお礼の電話があ

りました 
田中会員より会員増強維持のお願い 承認 
次年度地区大会の予定 
  大磯プリンスホテル２０１５年１０月２４日（土） 
  茅ケ崎市文化会館２０１５年１０月２５日（日） 

◎例会変更 

☆寒 川   １２/１６（月） ⇒ １２/２２（日） １７：３０点鐘 

参集殿「富士」 ビジター費：8,000 円（ｸﾘｽﾏｽ家族例会） 

        2014 年 １/６（月） １７：００点鐘 (賀詞交歓会) 

        １/１３（月）  休 会 （祝日のため） 

☆綾 瀬   １２/１７（火） １８：３０点鐘 オークラフロンティ

ア海老名３階「ラ・ローズⅠ」 （ｸﾘｽﾏｽ家族親睦移動例会）  

         １２/３１（火） 休 会 （クラブ定款により） 

☆平塚南  １２/２０（金） ⇒ １２/１８（水） １８：００点鐘 レ

ストラン大原 （家族親睦クリスマス会） 

         １/１０（金）  夜間例会 （新年会） 

☆秦野名水 １２/１９(木) ⇒ １２/１８（水） １８：００点鐘 秦

野商工会議所４階 （家族親睦クリスマス会） 

         



 
◎出席報告 半田朋子会員 

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 

１２／５ ２６０６ ４０ ３４＋６ ３６ １ ３ ９２．５％  

１１／２１ ２６０４ ４０ ３４＋４ ３０ ２＋１ ５ ８４．２１％ ８６．８４％ 

 
スマイル報告 中山富貴子会員 

加茂正司君 会社の状況を鑑み、今月末をもって退会いたしま

す。大切な時期に退会することの申し訳なさと寂しい気持ちが

交錯しています。永年の感謝を込めてスマイルします。 
澤邑重夫君 諸事お祝の皆さん、おめでとうございます。本日

は年次総会です。よろしくお願いいたします。 
平井 茂君 亡き妻にお花を有難うございます。諸事お祝の皆

様おめでとうございます。 
下里洋一君 結婚祝ありがとうございます。来年も再来年も続

けたいですね。 
程島利通君 お祝い有難うございます。 
出口敬純君＆横山貢君 本日、諸事お祝の皆様おめでとうござ

います。年次総会議事進行、宜しくお願いします。 
伊藤留治君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
田中賢三君 諸事お祝の方々おめでとうございます。杉田スマ

イルさん、食事もそこそこに御苦労様です。 
吉田恵子君 諸事お祝申し上げます。カレンダーが最後の一枚

になってしまいました。新しい年に向ってがんばります。 
加瀬義明君 結婚記念祝ありがとうございます。 
杉本行廣君 出口執行部の折り返し点ですね。あと半分頑張っ

て下さい。諸事お祝の諸氏おめでとう。 
大木 暁君 先月結婚 20 周年をむかえました。ケーキ１つで

済ませてしまいましたが、もっと感謝の気持ちを伝えるべきで

した。21 周年でリベンジします。 
池上 實君 すてないであつめましょう。世界の子供たちのポ

リオを救うため、ボトルキャップを！ 
斎藤信夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
西山国男君 49 歳になります。これからも宜しくお願いしま

す。 
和田幸男君 諸事お祝の皆さん、おめでとうございます。 
杉田祐一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。我が家も

そろそろ小さなクリスマスツリーがお目見えとなりそうです。 
粂 仁夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
加藤 寛君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 
清水賢一君 諸事お祝のみなさまおめでとうございます。すい

ません、早退します。 
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 
半田朋子君 諸事お祝申し上げます。もう 12 月です。気持ち

もあわただしくなってまいりました。風邪を引かない様に気を

つけましょう。 
椋梨晴喜君 入会してあっと言ふ間に６ケ月経ってしまいまし

た。まだ何もわかりませんが、宜しくお願いいたします。 
成田栄二君 諸事お祝の方々おめでとうございます。年次総会

よろしくお願いします。加瀬さん、水嶋さん、土曜日はお疲れ

様でした。 
中山富貴子君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。師走で

すね。皆様、体調にご留意下さいませ。 
［本日 27 件、56,000 円です］ 

年次総会で承認された次年度理事・役員の面々 

奥様ご命日の平井会員 

誕生祝。左から大木・程島・西山会員 

結婚祝。左から大木・加瀬・岩澤・吉田・下里会員 

上左から時計回

りに、四つのテス

ト・大木会員、ス

マイル・中山会

員、出席・半田会

員、ソング・吉田

会員、委員会報

告・梅田会員 


