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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2013 年 1 月 10 日（木） 第２５６２回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 25 

◎表彰 

米山功労者第４回マルチプル 斉藤信夫君（感謝状） 

◎諸事お祝  

☆誕 生 祝   澤邑重夫君・佐々木 博君・稲毛 隆君・

梅田弘人君 １２月分・・・岡本辰男君・岡田和弘君 （鰹だ

しセット） 歌唱：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝 伊藤留治・山口利通君 （大麦麺セット） 

☆出席表彰  杉本行廣君（４０年） （図書カード・花束）◎

◎幹事報告 

◇日本におけるロータリー平和センターを支援する委員会

より  東ヶ崎潔記念ダイアログハウスへ募金の依頼 

◇ガバナー事務所より    

＊２０１１-１２年度 地区報告書  ＊２０１２-１３年度 会員

増強（サクジ作戦）にお役立ていただくチラシ 

＊下半期比例人頭分担金 送金の依頼 

◇第２５２０地区第８分区（阿武隈ゾーン）一つ心に復興委

員会より  ２０１２-１３年度重点企画プロジェクト支援の依

頼 『仙台空港をバナーで埋め尽くし被災者を見守る』 

『仙台空港にモニュメントを建立する』 

◇米山記念奨学会より 2012 年度下期普通寄付金の依頼 

◇ＩＭホストクラブ（綾瀬ＲＣ）より  ＊ＩＭ登録についての

依頼  ＊ＩＭプログラム リフレット 

◇ガバナー補佐より  第９回会長幹事会の連絡  ・１/１５

(火) １８：３０～ ・茅ヶ崎「アップル」 

◇茅ヶ崎青年会議所より  創立４５周年記念式典並びに

祝賀交流会の案内 

  ・２/１(金) 記念式典・・・１８：３０～ 茅ヶ崎市民文化会

館小ホール 祝賀交流会・・・１９：４０～ 茅ヶ崎市分庁舎６

階コミュニティーホール ・登録料：５，０００円 

◇ロータリーの友 １月号  ◇ガバナー月信 №７ 

◇ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ １２月号 ◇横浜ダルク・

ケア・センターのたより「Ｓｅｒｅｎｉｔｙ」 ◇タウンニュース   

◇年賀状（玉蘭荘 ・ ガバナー補佐 ・ 鎌倉大船ＲＣ ・ 茅ヶ

崎青年会議所 ・ 全国ＲＣ野球大会 他） 着 

◎例会変更 

☆茅ヶ崎中央   １/１１(金) 昼例会 ⇒１８：３０点鐘 （例会

場は通常通り） 

☆平塚南      １/１１(金) 夜間例会 ⇒１２：３０点鐘 

☆平塚西     １/１６(水) 夜間例会（若葉会合同新年会） 

◎会報 着 台北西北・綾瀬 
◎委員会報告 

社会奉仕［大森会員］：第 75 回高南一周駅伝小学生の部

優勝旗授与を１／１４の開会式で行います。 
雑誌［杉本会員］：ロータリーの友１月号注目記事紹介 

上段）委員会報告の大森会員（左）と杉本会員（右） 下段）米山功

労者第４回マルチプルの斉藤会員と入会セレモニーの清水会員 



 
◎出席報告  梅田弘人会員 

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 
１／１０ ２５６２ ３２ ３２ ２９ １ ２ ９３．９５％  

１２／１３ ２５６０ ３１ ２５＋３ ２３ １＋０ ４ ８５．７１％ ８５．７１％ 

 ◎スマイル報告 稲毛 隆会員 

伊藤留治君 結婚記念祝ありがとうございます。五十五年

になります。家内が風邪の為、出席出来ず残念がっており

ました。 
和田幸男君 新年あけましておめでとうございます。諸事

お祝の皆さん、おめでとうございます。 
清水賢一君 またおせわになります。お手やわらかにお願

いします。 
平井 茂君 ①賀状欠礼しております。改めましておめで

とうございます。本年もよろしくお願いします。②清水さ

ん、入会待ってました。③諸事お祝の皆様、おめでとうご

ざいます。 
大森久巳男君 新年あけましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。諸事お祝の皆様、おめでとう

ございます。 
下里洋一君 今年もよろしくお願いします。この一年が良

い年でありますように！ 
田中賢三君 明けましておめでとうございます。本年も宜

しくお願い致します。清水さんようこそ。嬉しいです。ま

たよろしくお願いします。１月７日の賀詞交換会お世話に

なりました。打つ手は無限、を今年のテーマとしました。 
山口利通君 ①結婚祝ありがとうございます。②清水さん、

入会待っておりました。再入会は退会は許しませんよ！ 
池上 實君 明けましておめでとうございます。今年もよ

ろしくお願い致します。鬼のなんとやら．．．風邪気味で熱

っぽいので途中退席します。悪しからず。 
程島利通君 明けましてお目出度うございます。本年が良

い年であることを祈念しています。 
杉本行廣君 平成２５年の幕あけを寿ぎ。皆様のご健康を

祈念申し上げます。出席表彰ありがとうございます。 
稲毛 隆君 昨年中はお世話になりました。本年もよろし

くお願いいたします。誕生祝ありがとうございます。 
加藤 寛君 清水さんの再入会を祝す。諸事お祝の皆様、

おめでとう。 
佐々木博君 あけましておめでとうございます。５１歳に

なりました。誕生祝ありがとうございます。 
梅田弘人君 本年もよろしくお願い致します。 
出口敬純君 清水さん、お待ちしておりました。諸事お祝

の皆様、おめでとうございます。 
加茂正司君 新年明けましておめでとうございます。清水

さん、入会おめでとうございます。 
粂 仁夫君 新年おめでとうございます。今年こそよろし

くお願いいたします。 
河本啓伸君 今年もよろしくお願い致します。清水さん、

カムバック歓迎します。また楽しくやりましょう。 
小林 亨君 おめでとうございます。本年もよろしくお願

いいたします。新会員の清水様、かんげいさせていただき

ます。 
古知屋光洋君 清水さん、よろしくお願いいたします。 
小澤耕一君 祝平成２５年正月。諸氏のご健康を祈念しま

す。一句“この道は授かりし道木々芽吹く” 

上）誕生祝の澤邑・佐々木・稲毛・梅田・岡本・岡田各会員 

下左）結婚祝の山口・伊藤会員 下右）出席表彰の杉本会員 

◎理事会議事録 

①ＩＭについて 

 和田会長より当日の予定(正午茅ヶ崎駅北口へバス到着、

12 時 30 分よりなんどき牧場にて昼食、15 時点鐘)確認。 

②ＲＩ2520 地区による「仙台空港にロータリーのバナーを

掲示、及びモニュメントを建設」プロジェクト協賛につい

て 和田会長より要望通りバナー提供、10,000 円寄付の提

案。承認。 

③クリスマス家族例会について 

 古知屋親睦委員長作成の決算書に基づき和田会長より

会計報告、承認。 

④会員増強委員会について 

 和田会長より、2/7 18 時より大麦食堂茅ヶ崎 DEN にて

開催、会費 3,000 円の説明、承認。 

⑤上半期会計報告について 

 大森会計より、予算内で収まっているが厳しい状況であ

る旨、報告。 

⑥その他 

 高南駅伝(1/14)開会式にて小学校の部 優勝旗を贈呈 

  1/24 例会に女性入会候補者を招待する 

岡本辰男君 とりあえず今年１年、よろしくお願い致します。 
岡田和弘君 明けましておめでとうございます。本年もよろし

くお願い致します。新年早々申し訳ございませんが、早退させ

ていただきます。 
斉藤信夫君 おめでとうございます。今年もよろしくお願い致

します。 
澤邑重夫君 あけましておめでとうございます。誕生祝ありが

とうございます。本年も何卒よろしくお願い致します。 
横山宏実君 皆様、明けましておめでとうございます。新会員

の清水さんようこそ。［本日 27 件、85,000 円です］ 


