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◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」   ◇四つのテスト唱和 岩澤淑江会員   ◇諸事お祝 

◇表彰 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー第５回  杉本行廣君 （ＭＰＨＦピン 授与） 

◇会長挨拶・理事会報告  ◇幹事報告   ◇委員会報告 地区大会実行委員会 他 
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第 56代会長 大森久巳男 

第 56代幹事 横山 貢 
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＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１５～２０１６年度 

世界へのプレゼントになろう 

2015 年 10 月 1 日（木） 第２６９０回例会 天候：曇り 司会：大箭剛久副幹事  No. 12 

◎ゲスト・ビジター紹介 

高田 修様 （東京世田谷ＲＣ） 小口英世様 ・ 脇 吉昭様 （茅

ヶ崎湘南ＲＣ） 杉本弘子様 （杉本行会員令夫人） 大森敏江様 

（大森会員令夫人） 李 焱 様 （米山学友） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝  清水賢一君 ・ 中山冨貴子君（なんどき牧場セット） 

お祝いの歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝   杉本行廣君♥弘子様 大森久巳男君♥敏

江様 北村公子君 ・ 岩本好正君（花束・くまじセット） 

◎理事会報告・会長挨拶 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊「関東・東北豪雨」災害義捐金の協力依頼 

◇ロータリー米山記念奨学会より   

＊１０月米山月間資料の案内   

・豆辞典（全員配布） ・国際大会（韓国・ソウル）の案内 

 ・クラブ米山記念奨学委員長の手引き（寄付マニュアル合併） 

寄付マニュアル   

・２０１４年度事業報告書 ・事業報告書 統計･資料編 ・２０１

４年度決算報告 ・追加資料申込書 

◇ロータリーの友事務所より 「ロータリーの友」１０月号   

◇タウンニュース 

◎会報 着 台北西北・鎌倉中央 

◎委員会報告 

地区大会実行委員会・国際奉仕［加藤会員］：地区大会実行

委員会今後の確認、来年度国際大会ツアー参加のお誘い 

地区大会親睦ゴルフ［清水会員］：親睦委員の皆様の協力も

あり、大成功となりました。 

親睦［水嶋会員］：11/19 は田中ガバナー公式訪問ご苦労様

会を 11:30より～14:10で開催。12/24（木）17:24より例会、

18:00よりクリスマス家族会。 

指名委員会［澤邑会員］：10/15 例会後に第一回委員会を開

催します。 

雑誌［平井会員］：ロータリーの友 10月号注目記事の紹介 

①台北西北５５周年記念事業奉仕活動の協同参与について 

奉仕プロジェクトより５０万円捻出することで承認 

②神奈川ブランド鮎の稚魚放流事業について 

大森会長より説明、参加することで承認 

③地区大会について 

加藤地区大会実行委員長より、地区大会に関わる経費（人件費、

コピー代）は地区大会の予算より捻出されるとの報告 

④ソウル国際大会について 

大森会長より説明、加藤国際奉仕委員長、水嶋会員で取りまと

めることで承認 

⑤6RC 合同親睦ゴルフ大会（11/9・月・湘南シーサイド）につ

いて 

ホストクラブは茅ヶ崎 RC、担当は横山（宏）、清水会員担当で

承認 

⑥クリスマス家族例会について 

水嶋親睦委員長より事業計画書の提出あり、１２月２４日コル

ティーレにて行うことの確認 

⑦茅ヶ崎ロータリークラブ５５周年記念事業（市役所新庁舎落

成記念寄贈）について 

再度、検討することで承認 

⑧その他 

・田中ガバナーお疲れさん会について 

水嶋親睦委員長より事業計画の提出あり、確認 

・関東・東北豪雨災害義捐金の依頼  

５万円寄付することで承認 

・清水会員より地区大会親睦ゴルフコンペの収支報告書の提出

あり、確認 
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◎出席報告 吉田恵子会員 

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 

１０／１ ２６９０ ４５ ４４ ３７ ３ ４ ９０．９１％  

９／１０ ２６８８ ４５ ３９＋３ ３４ １ ４ ８８．０９％ ９０．４８％ 

 スマイル報告 西山国男会員 

李 焱様（元米山奨学生）皆さんこんにちは！いよいよ地区

大会ですね。当日司会を務めさせて頂きます。頑張りますの

で、皆さん応援よろしくお願いいたします。 

高田 修（東京世田谷ＲＣ）先月の逮捕久西北区扶輪社の創

立 55周年記念式典に御参加の皆様、お疲れ様でした。翌日の

土曜日には新北投温泉に行き駅前のブロンズ像を拝見して参

りました。 

脇 吉昭様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）本日もよろしくお願い致しま

す。 

小口英世様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）お世話になります。よろしく

お願いいたします。 

大森久巳男君＆横山貢君 世田谷ＲＣ高田様、茅ヶ崎湘南Ｒ

Ｃ小口様・脇様、杉本令夫人弘子様、大森会長令夫人敏江様

ようこそ。本日、盛り沢山の理事会お疲れ様です。 

杉本行廣君 結婚記念祝に家内をお招き頂き、ありがとうご

ざいます。クラブ創立と同じく 55周年になります。マルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローを頂きありがとうございます。 

清水賢一君 世田谷ＲＣ高田様、茅ヶ崎湘南ＲＣ小口様・脇

様ようこそ。誕生祝ありがとうございます。地区ゴルフ大会

ご協力ありがとうございました。 

山口利通君 お客様ようこそ。大森夫人・杉本夫人、本日は

おめでとうございます。皆様、台湾でのすばらしい写真あり

がとうございます。 

中山富貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。私

にもお誕生祝をありがとうございます。 

伊藤留治君 ゲスト・ビジターの方々いらっしゃいませ。諸

事お祝いの皆様おめでとうございます。 

小澤耕一君 李焱さん、久しぶりですね。茅ヶ崎を忘れずに

よく来訪されました。大森夫人・杉本夫人ようこそ！ビジタ

ーの方々ようこそ！ 

平井 茂君 お客様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでとう

ございます。 

程島利通君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。地区

大会ゴルフコンペの際には親睦の皆様に大変お世話になりま

した。 

北村公子君 ゲストの皆様、ようこそおいでいただきました。

結婚記念祝ありがとうございます。あれからうん十年の世界

です。お互い健康第一で生活しています。 

成田栄二君 諸事お祝いの方々（ご夫人を含め）おめでとう

ございます。地区大会ゴルフ大成功でした。ご協力いただき

ました方々大変ご苦労様でした。 

加藤 寛君 先日のゴルフ大会、お手伝いの方々有難うござ

います。大成功でした。この調子で地区大会もよろしく。 

下里洋一君 リ・エンさんようこそ。久しぶりですね。諸事

お祝いの皆様おめでとうございます。 

出口敬純君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さい

ました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。地区親睦

ゴルフお疲れ様。 

小林 亨君 お客様ようこそ。特に高田さんようこそ！小口

先生お世話になっております。 

和田幸男君 多くのゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事

お祝いの皆さんおめでとうございます。 

澤邑重夫君 久しぶりに出席させて頂きました。諸事お祝い

のみなさまおめでとうございます。 

吉田恵子君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。諸事お祝い申

し上げます。 

大木 暁君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝い

の皆様おめでとうございます。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ゲスト・ビジターの皆様、いら

っしゃいませ！ 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ゲスト・ビジターの皆様、いら

っしゃいませ！ 

杉本剛昭君 諸事お祝いのみなさまおめでとうございます。 

岩本好正君 高田様・小口様・脇様、杉本さま・大森さまよ

うこそおこし下さいました。 

木村信一君 ゲスト・ビジターの方々いらっしゃいませ。諸

事お祝いの方々おめでとうございます。 

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。諸事お祝いの皆様おめでとうございます！ 

半田朋子君 皆さんこんにちは。今月も宜しくお願いします。 

西山国男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。お客

様いらっしゃいませ。 

［本日 31件、56,000円です］ 

焱さん


