
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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  「手に手つないで」       ◇会長挨拶          

◇幹事報告         ◇委員会報告 職業奉仕 他      

◇卓話 「ＰＥＴＳ報告」 会長エレクト 横山 貢君  ◇退会セレモニー 品田和也君 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 57代会長 清水 賢一 

第 57代幹事 大箭 剛久 

1960   8  10 

2017 年 3 月 23 日（木） 第２７５４回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 31 

 

＝本日の例会行事＝ 

年  月 日創立 

地区 

２０１６～２０１７年度 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより   

＊国際ロータリー ２０１７年ＲＩ国際大会 信任状・投票代議

員カード  ＊Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａｄｅｒ ２０１７年３月 

◇ガバナー事務所より  ＊２０１６－１７年度青少年交換プ

ログラム年間行事予定表. 

◇ロータリー米山記念奨学会より  ＊カウンセラーハンド

ブック  ＊奨学生の世話依頼について   

＊奨学金送金カレンダー  ＊奨学生情報   ＊世話クラ

ブ及びカウンセラー（古知屋光洋会員）委嘱状   

◇ロータリーの友事務所より  ＊次年度（２０１７-１８年度）

雑誌委員長への『友』誌送付について 

◇ロータリー囲碁同好会 日本支部より  ＊台湾での「第１

８回ロータリー国際囲碁大会」の案内 

 集合・・・６/３（土） １５：００  桃園市内のホテル 住都大

飯店ロビー  参加料・・・１５，０００円 

◇ガバナー補佐より  湘南リビング『ＩＭ』掲載記事 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

ペットボトルキャップ報告［水嶋会員］： 

14人分のポリオワクチンに相当するキ 

ャップが集まりました 

職業奉仕［杉田会員］：3/25職業体 

験の確認 

親睦［横山会員］：5/12親睦バス旅 

行の確認 

◎退会セレモニー 

品田和也君 

（2015年 2 月入会） 

スマイル報告 富田桂司会員 

清水賢一君＆大箭剛久君 桜の開花も近づいてきました。本日

は PETS報告、横山エレクトよろしくお願いします。 

木村信一君 品田さんとの出会いに感謝。品田さんの人柄がお

話をしなくてもいつも伝わっていました。同じ職人仲間として、

これからも変わらずお付き合いお願いします。 

伊藤留治君 品田君、退会との事。大変残念です。体調に御留意

の上、ご活躍下さい。 

杉本行廣君 品田さん、せっかく知り合いになれたのに、ご退会

残念です。ご都合がつきましたら再入会を期待しています。今日

の日付の金額で「福ざぶざぶ」となりますよう。 

加藤 寛君 横山会長エレクト、「PETS報告」宜しく！品田さ

ん、時々遊びに来てください。 

品田和也君 横山さん、卓話お願いします。本日迄茅ヶ崎ＲＣの

皆様、本当にありがとうございました。 

大森久巳男君 会長エレクト横山君、いよいよ近づいてきまし

たね。宜しくお願い致します。品田さん、残念ですが、又復帰さ

れる日を待っています。 

下里洋一君 しばらくぶりの例会出席です。ごぶさたしてすみ

ません。 

成田栄二君 横山会長エレクト、PETS報告楽しみです。品田さ

ん、退会淋しいですね。 

和田幸男君 横山さん、「PETS報告」お疲れ様です。品田さん、

また会いましょう。 

河本啓伸君 品田さん、私に無断でやめるなんて…..。せめて天

才ミュージシャンの売るほど余っているライブチケットを買っ

てからにして下さい（涙） 

出口敬純君 品田さん、短い間でしたが、ロータリーを楽しめま

したか。これからは健康に留意して下さい。横山会長エレクト、

PETS報告よろしくお願いします。 
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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 

３／２３ ２７５４ ５０ ４７ ３３ ３ １１ ７６．６０％  

３／９ ２７５２ ４９ ４１＋４ ３９ ３＋０ ３ ９３．３３％ ９３．３３％ 

 澤邑重夫君 横山さん、卓話よろしくお願いします。品田さん、

お帰りをお待ちしております。 

横山 貢君 本日は PETS報告です。宜しくお願い致します。 

中山冨貴子君 三寒四温に身体がふりまわされる感じが年々い

たします。横山会長エレクト、PETS報告よろしくお願いいたし

ます。品田さん、色々とありがとうございました。ご一緒させて

頂いてとても楽しい時間でした。またロータリーでお会いしま

しょうネ。 

吉田恵子君 テレビでペットボトルの風車と長沼さんのお元気

な様子がうかがえてうれしかったです。横山さん、卓話楽しみで

す。 

杉田祐一君 品田さん、退会されるとのことでさびしい限りで

すが、また戻って来ることを心よりお待ちしています！ありが

とうございました！ 

水嶋 聡君 品田君、今度の例会が最後となりますが、心はつな

がっています。これからもヨロシク。皆様に幸有れ！ 

畠田宏治君 品田さん、私は悲しい。今日でお別れなんて。でも、

数か月で復帰の可能性もあるとのことで、期待して待っていま

す。 

小澤雅彦君 品田さん、昨年地区協議会で新会員の研修を一緒

に受けたり、親しくさせていただいたのにとても寂しいです。今

後もお元気でご活躍下さい。 

木村邦佑君 品田さん、お疲れ様でした。知り合う前のお別れに

なっていまい、とても残念です。見かけたらお声かけ下さい。 

石田貴一君 春めいて参りました。早く会員の皆様に名前と顔

を覚えて頂く様にします。 

富田桂司君 横山さん、卓話楽しみにしております。品田君、今

まで仲良くして頂いてありがとうございました。職人系ロータ

リアンが減ってしまい大変さみしいかぎりです。また会う日ま

で、お元気で！ 

［本日 24件、32,000円です］ 

 

左）2017-2018 年度ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー氏 

右）同 2780 地区ガバナー 大谷新一郎氏（相模原南 RC） 

卓話「ＰＥＴＳ報告」 

会長エレクト 横山 貢会員 

次年度ＲＩ会長方針 

2017-18 年度、「ロータリーとは何ですか」という問い

に、私たちは「ロータリー：変化をもたらす」というテ

ーマで答えます。 それぞれどのような方法で奉仕する

ことを選んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人び

との人生に変化をもたらせると信じているからです。新

しい遊び場や学校をつくる、医療や衛生設備を改善す

る、紛争仲裁者や助産師を研修するなど、 私たちはその

活動が、 人数が多かろうが少なかろうが、 誰かの人生

をより良くしているのだと知っています。ロータリー入

会のきっかけが何であれ、 私たちがロータリーにとど

まり続けるのは、ロータリーで充実感を得ることができ

るからです。この充実感は、毎週、毎年、「変化をもたら

す」ロータリーの一員であることから湧き出てくるもの

なのです。 

大谷ガバナー 地区の方針 

１）増強を最重点にします。 

女性会員と若い会員の増強を軸に会員 50 名以下のクラ

ブは１名以上。51名以上のクラブは２名以上を継続。 

２）戦略計画の実行 

公共イメージと認知度の向上 （メディアとの連携） を

重点に。 

長期計画目標と実行 （１０年後のイメージ） 

３）寄付のお願い 

・R財団（奉仕活動への資金源） 

目標        年次寄付  ２００ドル以上／１人 

恒久基金   １,０００ドル以上／クラブ 

ポリオ    ４０ドル以上 （撲滅までの理解） 

★ 地区補助金 ・ グローバル補助金の積極的利用。 

・米山奨学会 

２０,０００円以上 

４）ＲＩ会長賞 （３つの戦略的目標のうち各４項目） 

５）マイロータリーの登録率向上 

６）柔軟性の正しい理解 （２０１６年規定審議会） 

  

次年度は大谷ガバナーの地区方針にもありますように、

会員増強と維持・公共イメージと認知度の向上、そして

何よりクラブを支える会員が楽しく活動できる、という

ことを目指していきたいので、皆様のご協力を賜ります

よう、よろしくお願い致します。 

次年度ＲＩ会長ならびに地区ガバナーの方針 


