
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3 階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱「我等の生業」 ◇会長挨拶    ◇交換学生挨拶［Evelia Zapien Ramos（エベ）さん］ 

◇ホストファミリー挨拶［城田誠様］   ◇東京世田谷ＲＣ会長・高田修様挨拶 

◇幹事報告 ◇卓話 「ガバナー補佐公式訪問」 池亀武士第４Ｇガバナー補佐（茅ヶ崎中央ＲＣ） 
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2016 年 8 月 25 日（木） 第２７２９回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 6 

 

＝本日の例会行事＝ 

年  月 日創立 

地区 

２０１６～２０１７年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

池亀武士様（ガバナー補佐・茅ヶ崎中央ＲＣ） 當間安弘様（ガバ

ナー補佐幹事・茅ヶ崎中央 RC） Evelia Zapien Ramos（エベ）さん

（Ｄ５１１０ アメリカ 青少年交換学生） 城田 誠様 ・ 城田貴史様

（第１ホストファミリー）高田 修様（東京世田谷ＲＣ会長）笹川徹様

（東京世田谷ＲＣ幹事） 

◎交換学生エベさん挨拶／ホストファミリー城田誠様挨拶 

◎東京世田谷ＲＣ会長・高田修様挨拶 

◎幹事報告 

◇国際ロータリー日本事務局より 

＊オンライン研修（ウェビナー）「クラブのためのよくわかる寄付と

認証」の開催について（案内） ・９/８(木) ９：３０～１０：３０ ・事前

に要登録  ・国際ロータリー公式名簿 現物での無償提供廃止の

通知（２０１６-17 年度より） 

◇ガバナー事務所より   

＊２０１６-２０１７年度国際ロータリー第２７８０地区 地区大会 資

格審査委員会委員長/委員 委嘱の件 

  委員長 ： 田中賢三君  委員 ： 清水賢一君 

＊地区大会 提出書類等についての依頼 

 ・宿泊申込書 ・地区大会信任状証明書 ・報告書（長寿会員・

物故者） ・財団・米山寄付者一覧表 

 ・会長・幹事会及び家族登録についての案内 ・送金明細書 ・

バス駐車場の件 

 ・エクスカーションの案内 ・地区大会パンフレット ・大磯プリン

スホテルパンフレット 

＊地区指導者育成セミナーの案内  ・１０/１５（土） １４：３０～ ・

大磯プリンスホテル「メインバンケット」 ＊ガバナー月信 №１３ 

◇ロータリー米山記念奨学会より  ハイライトよねやま １９７ 

◇ガバナー補佐より  第２回会長・幹事会議事録 

◇小田原城北ＲＣより  ４０周年記念誌（ＤＶＤ） 送付の案内 

◇茅ヶ崎商工会議所より  創立７０周年「記念式典並びに交流

会」について 

 ・１０/６（木） 式典・・・１５：００ 交流会・・・１６：１０  ・茅ヶ崎市

分庁舎 ６階 コミュニティーホール 

 

＝８月度定例理事会議事録＝ 

①台北西北 RC（チャーター記念式典）訪問（9/29･30）について 

姉妹クラブの台北西北 RC よりチャーター記念式典の正式の案内

が届き、近畿日本ツーリストの出口さんにツアーを依頼済み。 

②名誉会員規定について 

委員会を立ち上げ、詳細を検討。12 月の総会で決定し、細則もし

くは事務運用規定に反映したい。委員会の人選は会長に一任。 

③2016 年度規定審議会 決議事項について 

事前アンケートの中で、特に反対の多い「例会と出席に関する規

定の例外の新設（例会は最低月 2 回で良い）」、「オンライン例会出

席の承認」、「人頭分担金を増額する件」について総会で採決する。 

④青少年交換学生 来日スケジュールについて 

米国オレゴン州からの留学生EVELIA  ZAPIEN  RAMOS が 8

月 19 日早朝の便で来日。ホストファミリーおよび受入高校（鶴

嶺高校）に連絡済。学校のオリエンテーションが 8 月 30 日に予

定されており、会長・幹事・カウンセラーおよびホストファミリ

ーが留学生と共に参加予定。青少年交換留学についての予算計画

書が提出され、承認された。 

⑤IM 実行委員会 委員選出について 

IM 実行委員長の出口理事より、実行委員会メンバーを小林理事、

古知屋会員、加瀬会員とする旨の報告があり、承認された。 

⑥AEDトレーニングユニット寄贈について 

清水会長：前回の理事会でも話の出た AED トレーニングユニッ

トを、茅ヶ崎市消防指導課に２台寄贈する。奉仕プロジェクト（社

会奉仕）予算から振り当てる。 

⑦その他  

新会員：安武勝氏の入会について照会があり、承認された。 

 

 

交換学生エベ、ホストファミリー城田誠様、世田谷 RC 高田会長 
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◎出席報告 小澤雅彦会員 

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 

８／２５ ２７２９ ５０ ４７ ３８ ０ ９ ８０．８５％  

７／２８ ２７２７ ５０ ４３＋２ ３０ ６＋３ ６ ８０．００％ ８６．６７％ 

 

池亀武士ガバナー補佐は 2010-11

年度以来２度目の任。前回就任時は東

日本大震災の３日後に現地に入るな

ど精力的に動く。地区とクラブの間を

スムーズに繋ぐのがＧ補佐の役目と

理解し、責務に励む。下は左から當間

安弘ガバナー補佐幹事、質問に立った

当クラブの大箭・成田・程島・吉田・

中山・池上・和田の各会員。 

スマイル報告 品田和也会員 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ会長）＆笹川 徹様（東京世田谷Ｒ

Ｃ幹事）また台北で皆様にお目にかかれると思いますが、例会に

伺いました。今年度も御指導宜しく御願い致します。 

池亀武士様（第４グループガバナー補佐・茅ヶ崎中央ＲＣ）皆

様、今日はガバナー補佐公式訪問にまいりました。日頃よりお世

話になっています。よろしくお願い致します。 

當間安弘様（第４グループガバナー補佐幹事・茅ヶ崎中央ＲＣ）

今週、再来週とよろしくお願い致します。 

清水賢一君＆大箭剛久君 青少年交換学生イベリアさん、ホス

トファミリー城田さん、ようこそいらっしゃいました。これから

よろしくお願いします。池亀ガバナー補佐、當間補佐幹事、お疲

れ様です。卓話よろしくお願いします。世田谷ＲＣ高田会長、笹

川幹事、ようこそ。台湾でまたご一緒出来ることを楽しみにして

おります。 

田中賢三君 池亀ガバナー補佐、當間補佐幹事、世田谷ＲＣ高田

会長、笹川幹事、青少年交換エベさん、ホストファミリー城田さ

んようこそ。例会後の懇談会は失礼させていただきます。 

程島利通君 ガバナー補佐池亀様、幹事の當間様、本日はよろし

くお願い申し上げます。また、青少年交換学生エヴェ様、ホスト

ファミリーの城田様、世田谷ＲＣ会長・幹事様ようこそ。 

伊藤留治君 ガバナー補佐池亀様、補佐幹事當間様、本日はよろ

しくお願いします。城田様、エベさんがお世話になります。エベ

さん、日本での一年間が有意義な経験となるよう頑張って下さ

い。高田様・笹川様ようこそお越し下さいました。 

大森久巳男君 ガバナー補佐池亀様、ガバナー補佐幹事當間様、

D5110 アメリカ青少年交換学生エベさん、第一ホストファミリ

ーの城田誠様・城田貴史様、東京世田谷ＲＣ会長高田修様、幹事

笹川徹様、皆様ようこそいらっしゃいました。宜しくお願いしま

す。 

池上 實君 池亀ＡＧ、炎暑の中クラブ訪問ご苦労様です。お体

に気をつけて下さい。世田谷ＲＣ高田会長、笹川幹事ようこそ。 

平井 茂君 池亀さん二度のおつとめご苦労様です。ご来会の

ゲスト・ビジターの方々ようこそ。 

吉田恵子君 ゲストの皆様ようこそいらっしゃいませ。池亀様

卓話楽しみにしております。エベさん日本にようこそ。日本を楽

しんで下さい。 

山口利通君 池亀ガバナー補佐、本日はご指導よろしくお願い

致します。また、お客様ようこそ。 

成田栄二君 池亀ＡＧ、當間ＡＧ幹事ようこそ！今日はよろし

くお願いします。青少年交換学生エベさん、ホストファミリーの

城田さんようこそ！世田谷ＲＣ高田会長、笹川幹事、ようこそ！ 

出口敬純君 池亀ＡＧ、當間ＡＧ幹事、エベさん、城田ホストフ

ァミリーの皆様、そして世田谷ＲＣ高田会長、笹川幹事、ようこ

そいらっしゃいました。 

下里洋一君 久しぶりです。今日はバッジを忘れてしまいまし

たので。 

河本啓伸君 池亀ガバナー補佐はじめ多数のゲストの皆様、よ

うこそ。で、こんな日にあれですが、天才ミュージシャン次回ラ

イブが 11/13（日）にあり、次週よりロータリー特別前売券を販

売致しますので、お楽しみに。 

和田幸男君 池亀ガバナー補佐、他ビジターの皆様ようこそ。 

横山 貢君 茅ヶ崎中央ＲＣガバナー補佐池亀様、補佐幹事當

間様、世田谷ＲＣ高田様、笹川様ようこそ。エベさんようこそ。

日本を楽しんで勉強して下さい。ホストファミリー城田様、エベ

さんを宜しくお願い致します。 

亀井信幸君 池亀ガバナー補佐、當間ガバナー補佐幹事、ようこ

そいらっしゃいました。 

中山冨貴子君 ガバナー補佐池亀様、ガバナー補佐幹事當間様、

東京世田谷ＲＣ会長高田様、幹事笹川様、ようこそお越し下さい

ました。交換学生エベさんようこそ。ホストファミリー城田様、

ようこそ。これから宜しくお願い致します。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 池亀ＡＧ、當間ＡＧ幹事いらっしゃいませ。エベさ

ん、城田様いらっしゃいませ。高田様、笹川様ようこそいらっし

ゃいませ。久々の例会楽しみにしてまいりました。今日はポケモ

ン GO！をやりながら例会場まで歩いてまいりました。ラッキー

なことにコルティーレさんがポケストップでした。帰りもがん

ばります！ 

北村公子君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。２週間例会がお

休みで久しぶりの感じがします。まだまだ暑い日が続きます。身

体に気をつけて過ごしましょう。 

岩澤淑江君 皆様お久しぶりです。ゲスト・ビジターの方々お越

しいただきありがとうございます。エベさん、茅ヶ崎にウェルカ

ム。日本を楽しんで下さい。 

畠田宏冶君 前回 8 月 4 日の 25 年以上皆出席者、伊藤さん・池

上さん・杉本さん・田中さんの昔話はとても興味深く、また感激

致しました。ぜひ続編をお願いいたします。 

木村信一君 ゲスト・ビジターの皆様、お暑い中ようこそいらっ

しゃいました。どうぞごゆるりと。 

小澤雅彦君 エベさんはじめゲスト・ビジターの皆様茅ヶ崎Ｒ

Ｃへようこそ！８月は２週間皆様にお会いできなかったので、

今日はとても楽しみに例会に参りました。 

西山国男君 池亀ガバナー補佐、當間ガバナー補佐幹事、エベさ

ん、城田誠さん、城田貴史さん、東京世田谷ＲＣ高田会長、笹川

幹事、皆様ようこそいらっしゃいませ。 

橋本祐一君 池亀ガバナー補佐様、當間ガバナー補佐幹事様、エ

ベ様、城田様、高田会長様、笹川幹事様、本日はお越しいただき

ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

品田和也君 池亀様、當間様、エベ様、城田様、高田様、笹川様

ようこそいらっしゃいませ。 

［本日 30 件、54,000 円です］ 

 


