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2014 年 6 月 26 日（木） 第２６３１回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 47
＊＊＊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 「手に手つないで」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「会長・幹事 任期満了挨拶」

◇臨時総会［細則改定について］
会長 出口敬純君

◎ゲスト・ビジター紹介

スマイル報告

中山富貴子会員

加茂正司様（名誉会員） 出口会長・横山幹事１年間本当に御

加茂正司様（名誉会員）

苦労様でした。

◎幹事報告
◇国際ロータリーより

幹事 横山 貢君

出口敬純君＆横山貢君

７月度ロータリーレートの通知 １

今日が会長・幹事として最後の例会と

なりました。一年間、本当にありがとうございました。

＄＝１０２円

下里洋一君

◇ガバナー事務所より

つかれ様でした。又、来週は欠席なので、澤邑さんの門出をス

＊青少年交換 派遣学生結団式及び来日学生歓迎会開
催の案内
・７/５（土） １４：００～１７：００ ・相澤ビル６階 会議室
＊２０１４‐１５年度地区 財団セミナーの案内
・７/１９（土） １３：００～１７：００ ・アイクロス湘南 ７階研
修室

出口会長・横山幹事はじめ役員の皆様、一年間お

マイルで。がんばって下さい。
清水賢一君

出口会長・横山幹事、役員のみなさま１年間ごく

ろうさまでした。
田中賢三君

加茂さんようこそ。出口会長・横山幹事たいへん

お世話になりました。小林副会長、御苦労様でした。
小林

亨君

出口会長・横山幹事及び理事の皆様、１年間あり

がとうございました。明日から席の向きがやっとかわります。
平井

茂君

出口会長・横山幹事他役員の方、ご苦労様でした。

＊２０１３‐14 年度地区内クラブ 職業奉仕年次報告書

加茂さんようこそ。

◇ＡＭＤＡジャーナルダイジェスト.

程島利通君

今年度役員・理事の皆様、有難うございました。

◇タウンニュース

吉田恵子君

出口会長さん一年間ありがとうございました。他

◎会報着 綾瀬

の役員の皆様、おつかれ様でした。月日の過ぎる速さにいつも
おどろいております。
古知屋光洋君

出口会長・横山幹事１年間ご苦労様でした。つ

たない司会でしたが、１年間おつきあいいただきありがとうご
ざいました。
水嶋

聡君

名誉会員の加茂様、いらっしゃいませ。皆様に幸

有れ！
和田幸男君

出口会長・横山幹事１年間お疲れ様でした。名誉

会員の加茂さん、ようこそ。
大木

暁君

ワールドカップ予選敗退、残念でした。決勝トー

ナメントに気持ちを切り替えます。ヨーロッパ勢に頑張ってほ
しいです。

◎出席報告 半田朋子会員
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成田栄二君

出口会長・横山幹事１年間ご苦労様でした。加茂さ

んようこそ。
大森久巳男君

出口会長・横山幹事任期満了、大変お世話になり、

御苦労様でした。加茂様ようこそいらっしゃいました。
澤邑重夫君

加茂さんようこそ。これからもロータリーをよろし

くお願いいたします。出口会長・横山幹事１年間おつかれさまで
した。
梅田弘人君

出口会長・横山幹事お疲れ様でした。次回から副幹

事の大役です。よろしくお願い致します。
杉本行廣君

おみやげありがとう。ごちそうさま。

池上

出口会長・横山幹事最終例会日、一年間御苦労様で

實君

した。名誉会員の加茂さんようこそ。
伊藤留治君

加茂さんようこそ！

河本啓伸君

出口会長・横山幹事、よく１年間もちましたネ。ま

ずそのことに敬意を表します。会長を引退しても私のように適切
に生きて下さい。加茂兄ようこそ。
半田朋子君

皆さんこんにちは。加茂さん、よくいらっしゃいま

した。今日は今年最後の例会。一年間ありがとうございました。
岩澤あゆみ君

出口会長・横山幹事１年間おつかれ様でした。月

日の過ぎゆく速さにただ驚くばかりです。成田さん、すてきなお
土産ありがとうございます。新年度は元気よく親睦委員長がんば
りまーす！茅ヶ崎ロータリーにスマイル！
西山国男君

加茂さんいらっしゃいませ。出口会長・横山幹事１

年間ご苦労様でした。
小澤耕一君

出口会長他、役員の諸兄一年間有難うございまし

た。
杉田祐一君

加茂さんようこそいらっしゃいました！出口会

長・横山幹事１年間本当にお疲れ様でした！
中山富貴子君

出口会長・横山幹事１年間お疲れ様でした。成田

さんシドニーのすてきなおみやげありがとうございました。私も
先週お休みを頂いてスペインに行って来ました。一面のひまわり
畑に感動しました。
［本日は 28 件、48,000 円です］

卓話「任期満了挨拶」 出口敬純会長・横山貢幹事
＝横山

貢幹事＝

会長方針に即してお話します。まず「増強・維持」ですが、
達成できずに残念です。修業時代にロータリーの例会場の料理
を作っていましたが、「お金持ちの集団」というハードルの高
さを感じていました。自分が入ってみて、けしてそうではない
とわかりつつも、それを伝えるのはなかなか難しいですね。親
睦についてはクリスマス会や家族旅行は本当によかったです。
特に旅行の昼食は、椋梨さんのご協力
で雅叙園の素晴らしい料理で、それだ
けで旅行は成功だったと言えます。
「委員会の活発化」ということでは、
池上さんにリーダーをやってもらった
ロータリー勉強会は、自分にとっても
勉強になり、とてもよかったと思いま
す。情報の迅速性ということでは、あ
まりタイムリーに記録を残せず、ご迷
惑をお掛けしました。

修正出席率

９４．５９％

＝出口敬純会長＝
時系列で１年間を振り返り、年間報告をしたいと思います。
◆７月：和田年度に申請していた津波避難誘導看板の披露があり
ました。次に浜降祭後の海岸清掃を実施、さらに麻薬撲滅キャン
ペーンを実施し、麻薬犬に来てもらいました。28 日には直前会長
の和田さん・直前幹事の澤邑さんの慰労会がありました。
◆８月：創立記念例会では池上さんに創立にまつわる卓話をして
頂くとともに、クラブ研修リーダーとして、入会３年未満の会員
に対するロータリー勉強会もこの月から開いて頂きました。
◆９月：ガバナー公式訪問を茅ヶ崎の３クラブ合同で行うことと
なり、約 100 名で例会を行いました。その後の懇親会も人数が多
く、よかったと思いました。また、姉妹クラブの台北西北クラブ
に行って来ました。玉蘭荘にも加藤さんに行ってもらいました。
◆10 月：青少年交換学生を希望する吾妻圭くんと面接し、無事合
格を果たしました。また、水嶋会員からの提案で、第一例会でペ
ットボトルのキャップを集めることになりました。加えて、地区
大会で、前年度の会員増強で私と和田さんで表彰を受けました。
この時には田中さんが当クラブ初のガバナーになることが決まっ
ていたので、準備のことも考え、初めて最後まで残って地区大会
を勉強しました。
◆12 月：12 日の例会で、新しく出来た女性のみの消防分団に団旗
を寄贈しました。また、同じ日、市内の高校の吹奏楽部が 3.11 の
震災を機に集まって開かれるようになった「吹奏楽５高祭」を継
続していけるように、支援することとなりました。19 日のクリス
マス会では親睦委員長をはじめ、若手会員の皆さんにたいへん盛
り上げてもらってひじょうに楽しかったです。
◆１月：河本会員がピアノ演奏で歌つきの卓話を行い、印象に残
りました。封印していたミュージシャンとしての自分を解き放っ
て、これからミュージシャンとしてチャレンジするとのことで、
実際に４月にライブをやりました。
◆２月：大雪の中、ＩＭが決行されました。直前のＲＩ会長であ
る田中作次さんが来られるということで、ガバナー補佐をはじめ
「何としてもやろう」ということで短縮して行われました。あの
雪にも関わらず、かなりの人数が来られました。
◆３月：米山奨学生のミンくんが卒業ということになりました。
今後はアメリカの大学院に進むということです。また、青少年交
換の吾妻くんとお母さんが来られて、挨拶をしてもらいました。
◆４月：恒例の湘南クラブとの合同お花見例会を善谷寺で開催し
ました。その際には 2002 年、里山公園に植樹した欅にロータリー
の公共イメージ向上のためにもプレートをつけようということに
なり、理事会でも承認されました。
◆５月：22 日の家族親睦旅行はたいへん楽しいものとなりました。
椋梨さんの協力で、目黒雅叙園で食事をし、東京スカイツリー、
ＡＮＡ整備工場、クルージングと盛りだくさんでした。29 日は夜
間例会で、ミンくんの送別会だったのですが、ミンくんが終了 10
分前にぎりぎりの登場となり、ひやひやしました。
◆６月：つい最近のことになりますが、田中さん・加藤さん・成
田さんがシドニーの世界大会に行かれました。ご苦労様でした。
そして今日を迎えました。
「クラブを楽しく維持してゆきたい」
という目標がありましたが、親睦委員会
の力も借りながら楽しく過ごせました。
ただ、前年度に大きな増強がありました
が、私の年度では残念ながら叶いません
でした。会長でなくなっても、増強には
協力していきたいと思います。何も出来
ず、至らない一年でしたが、会員の皆様
に支えて頂き、どうにか今日まで来られ
ました。ご協力ありがとうございました。

