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☆歌唱「君が代」「奉仕の理想」 ☆四つのテスト唱和  ☆ＭＰＨフェロー表彰［粂仁夫会員］ 

☆諸事お祝        ☆次年度ガバナー補佐挨拶    ☆理事会報告・会長挨拶          

☆幹事報告 ☆委員会報告 次年度親睦委員会 他 ☆お別れの言葉［井上会員・クライド会員］ 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2011 年 5 月 12 日（木） 第２４８４回例会 天候：雨 司会：出口敬純副幹事 No. 40 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

佐々木 博様（井上会員ゲスト） 劉 艶明さん（米山奨学

生） サマンサ・キャッツァリーさん（青少年交換学生） 

◎諸事お祝 

☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー：粂 仁夫君･･･

１回目（ＭＰＨＦピン授与） 
☆誕生祝    加藤 寛君・横山宏実君・菅野 清君  ４

月分：小澤耕一君 （鰹だしセット） 

☆結婚記念祝 菅野 清君  ４月分：熊澤圓造君・井上 

隆君 （ラスクセット） 

☆出席表彰   横山宏実君（６年）・出口敬純君（４年）・古

性武志君（１年）（商品券） 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  ＊５月度ロータリーレートのお知らせ １＄＝８２

円 ＊ロータリー・リーダー（２０１１年５月号） 

◇ガバナー事務所より 地区大会報告書 

◇台北西北区扶輪社より 「THE ROTARY VILLAGE OF 

HOPE」・・・国際扶輪３４８０地区８８水災賑災報告 

◇ロータリーの友◇ガバナー月信 №１１◇タウンニュース 

◇口と足で描く芸術家協会より カタログ（絵葉書・文房具・

バッグ・タオル等）紹介 

◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より 第３回会議の

開催について ・５/２０(金) 茅ヶ崎市役所分庁舎６階 

◇ＡＭＤＡジャーナル２０１１年４月号 

◎例会変更 

☆茅ヶ崎湘南  時間変更していた例会を、５月より元の通

常例会時間帯に戻します。 

☆藤沢南     ５/２３(月) １９：００点鐘 ザ ホテル オブ 

ラファエロ湘南（３ＲＣ合同例会） 

☆藤沢北     ５/２０(金) 休会（クラブ定款による） 

◎委員会報告 

次年度親睦員会［山本会員］：震災の影響により延期とな

っていた５０周年親睦韓国旅行は９月１日～３日の日程

で実施することになりました。 

雑誌委員会［小澤会員］：ロータリーの友５月号紹介 

◎理事会報告 

①台北西北区扶輪社からの義捐金の用途 

 クラブ及び会員から拠出したものと併せて仙台ＲＣを

通じて震災孤児の教育支援に使うことを承認。 

②５０周年親睦旅行について 

 ９月１日～３日で実施する旨を承認。 

③奉仕プロジェクトのフォーラム開催 

■５／１９国際奉仕フォーラム リーダー・加藤寛会員 

17:00～馳走庵 会費：３千円 

■６／９社会奉仕フォーラム リーダー・大森久巳男会員 

14:00～県立茅ヶ崎養護学校見学 15:30～なんどき牧場

にてフォーラム 17:00～懇親会 会費：３千円 

④クールビズについて 

 ５月～１０月をクールビズ期間とすることを承認。 

⑤デーモン・クライド会員、井上隆会員の退会 

 承認。これに伴い、井上会員の送別会ならびに後任の

佐々木博会員の歓迎会を親睦委員会により開催する旨も

承認。 

◎会長挨拶 

 ガバナー月信５月号に第４グループ奉仕活動記録が掲

載されました。当クラブは重松清氏の５０周年記念講演会

と仙台ＲＣを通じての震災孤児への教育支援の２件が取

り上げられました。（P. 5 と P. 6） 

■クライド会員新住所：248 Big Horn Dr. Boulder City 
NV 89005 TEL:702-998-6331 damonclyde@hotmail.com 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

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 
５／１２ ２４８４ ３４ ３２ ２８ １ ３ ９０．６３％  

４／１４ ２４８２ ３４ ３３ ２８ １＋０ ４ ８７．８８％ ８７．８８％ 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

熊澤圓造君 結婚記念祝ありがとうございました。４月は欠席

で申し訳ありませんでした。 
加藤 寛君 誕生祝有難う御座います。劉さん、ようこそ。 
菅野 清君 お客様ようこそいらっしゃいました。夏の節電に

向けて苦労しています。何か良い智恵があれば教えて下さい。 
河本啓伸君＆横山宏実君 諸事お祝の皆様、おめでとうござい

ます。出席表彰・誕生祝ありがとうございます（横山幹事より）。

デーモン閣下お久しぶりだけど、今日でお別れですね。井上さ

んも。寂しいね。元気で。また遊びに来てね。 
成田栄二君 諸事お祝の方々、おめでとうございます。お客様

ようこそ！今日は次年度ガバナー補佐就任挨拶に参りました。 
下里洋一君 お久しぶりです。劉さん、サマンサさんようこそ。

佐々木さん、歓迎します。井上さん、これからもご活躍を祈り

ます。デーモン君、寂しいけど日本に来た時は例会に寄って下

さい。 
小林 亨君 お客様ようこそ！諸事お祝の方、おめでとうござ

います。デイモンさん、井上さん、これからもよろしく。ＰＥ

ＴＳ報告出来たらよろしくお願いします。 
伊藤留治君 佐々木博さん、劉艶明さん、サマンサ・キャッツ

ァリーさんようこそ！諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
出口敬純君 劉さん、サマンサ、ようこそ。諸事お祝の皆様、

おめでとうございます。出席表彰ありがとうございました。デ

ーモンの帰国さびしいです。お元気で！！井上さん、５年間あ

りがとうございました。 
古性武志君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。井上様、

大変お世話になりました。佐々木様、よろしくお願い致します。

また、出席表彰ありがとうございました。早や１年。これから

もがんばります。 
大森久巳男君 佐々木博様、劉艶明様、サマンサ・キャッツァ

リー様ようこそいらっしゃいました。諸事お祝の皆様、おめで

とうございます。 
池上 實君 相棒のボス・岩澤さん、風邪気味で今日はお休み。

来週の俳句会には元気で出席を願っています。 
岡本辰男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
山本幸一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。井上さ

ん、ご栄転おめでとうございます。伊勢佐木町・関内での飲み

過ぎ、踊り過ぎにご注意下さい。佐々木さんようこそ。これか

らよろしくお願いします。 
和田幸男君 お客様ようこそ。井上さん、デイモンさん、お世

話になりました。 
粂 仁夫君 ゲスト佐々木博様、劉艶明様ようこそ。諸事お祝

の皆様、おめでとうございます。 
加茂正司君 デイモン君、井上さん、別れるのはさびしいです。

佐々木さん、よろしくお願いします。 
平井 茂君 皆さん、お久しぶりです。諸事お祝の皆様、おめ

でとうございます。 
杉本行廣君 井上さん、デーモンさん、退会おなごりおしいで

す。お元気でご活躍下さい。ご来会の皆様ようこそ。諸事お祝

の皆様、おめでとうございます。 

◎諸事お祝 

お別れの挨拶をする井上会員とクライド会員。クライド会員は青少

年交換学生サマンサの最初のホストファミリーでもありました。お

別れの挨拶の音声は当クラブホームページよりお聴きになること

が可能です。 

次年度Ｇ補佐挨拶・成田会員 出席表彰の出口・横山・古性会員 

誕生祝の横山・小澤・加藤・菅野会員 米山奨学生・劉艶明さん 

山口利通君 井上さん、５年間本当にご苦労様でした。銀行マン

としては非常に人懐っこい人間性が印象的でした。これからも信

金の理事長目指してガンバッテ下さい。 
横山 貢君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。井上さん、

デーモンさん、これからもご活躍下さい。 
井上 隆君 早や５年間お世話になりました。皆様のことは決し

て忘れません。本当にありがとうございました。お元気で居て下

さい。 
デーモン・クライド君 今日はひさしぶりにみんなにあえてスマ

イルします。 
［本日 24 件、49,000 円でした］ 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰の粂会員（左）と結

婚祝の井上・熊澤・菅野会員 


