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◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」     ◇諸事お祝い 
◇会長挨拶・理事会報告       ◇幹事報告 
◇委員会報告 ゴルフ同好会 他     ◇臨時総会 クラブ細則の変更について 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 54 代会長 出口敬純 
第 54 代幹事 横山 貢 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 8 月 1 日（木） 第２５８９回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 5 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝     小林 亨君・大森久巳男君 （山鉄製品） 

歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  水嶋 聡君 （グルメセット） 

☆出席表彰   伊藤留治君（５１年） （食事券） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０１４－１５年度財団補助金管理セミナー開催通知 

 ・８/２４（土） １３：００～１７：００ ・第一相澤ビル６階「会議

室」 

＊２０１６年規定審議会 代表議員候補者提案に関する告

知 

＊２０１６年規定審議会 代表議員選出の件 

 ・指名委員会構成  委員・・・松宮 剛（茅ヶ崎湘南） 仲

田昌弘（鎌倉中央） 小佐野圭三（横須賀） 

◇台北西北区扶輪社より ５３周年チャーター記念式典の

通知  

・ 前 夜 祭：９ / ２ ６ ( 木 ) １ ８ ： ３ ０  台 北 凱 撒 大 飯 店

（CAESAR PARK HOTEL） 

･親善ゴルフ・コンペ＆観光：９/２７(金) 朝 

・５３周年記念パーティー：９/２７(金) １８：３０式典開始 

典華旗艦館６階（The Denwell Taipei）  

◇寒川ＲＣより  創立４０周年記念誌  

◇「ロータリーの友」８月号  ◇ハイライトよねやま１６０ ◇

インターアクト通信８月号 

◇タウンニュース（出口会長紹介記事 掲載号）  

◎会報 着 台北西北・鎌倉中央 
◎例会変更 

☆寒 川   ８/１２(月)  休 会 （クラブ定款による） 

☆平 塚   ８/１５(木)  休 会 （クラブ定款による） 

＝理事会議事録＝ 
①12-13 年度決算報告について 
和田直前会長より報告。配布資料のとおり承認。    
②.ＲＩ規定審議会採択立法案について 
 内容はロータリーホームページよりダウンロードが

出来る  
 反対表明がある場合は、事務局に連絡（8/18 まで） 
③.台北姉妹クラブ訪問について 
 参加者は現在８名、お祝金１０万円で承認 
 玉蘭荘は例年通り３万円の寄付決定  
④ガバナー公式訪問(９/２０)について 
出ラスカホールに決定、詳細は３クラブで検討中 
⑥大槌町への継続的支援について 
本年度も引き続き人道支援をすることで了承 
⑦その他 
・2～3 カ月に一度会員増強のフォーラムを行う事の提

案、了承 
・田中会員より今年度理事と前年度理事を対象に２カ月

に一度、ガバナー輩出勉強会の提案、承認 
・池上会員より８月２２日、第 4 例会終了後に新人会

員及び入会３年未満の会員を対象に新会員の勉強会の

提案、了承 

        ８/２３(木) ⇒ ８/２４（金） １８：００～２０：００  

サンライフ本社ビル （花火見学家族例会） 

☆大 磯   ８/１５(木)  休 会 （クラブ定款による） 

☆秦野名水 ８/１５(木)  休 会  

         ８/２９(木) ⇒ 移動例会 防災体験学習 （神

奈川総合防災センター 他） 

 



 
◎出席報告 半田朋子会員 

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 

８／１ ２５８９ ４１ ４０ ３５ ２ ３ ９２．５０％  

７／１５ ２５８７ ４１ ３５＋１ ２３ ７＋４ ２ ８３．３３％ ９４．４４％ 

 ◎委員会報告 

ロータリー研究［池上会員］：８月２２日例会後、入会３

年以内の会員対象に勉強会実施の旨、連絡 
ゴルフ同好会［横山宏実会員］：９月２５日、平塚富士見

カントリーでゴルフコンペ開催の連絡 
雑誌［程島会員］：ロータリーの友８月号注目記事紹介 

諸事お祝の面々。上左）結婚祝の水嶋会員、上中）出席表彰の伊

藤会員、下）誕生祝の大森・小林亨会員 

スマイル報告 中山富貴子会員 

伊藤留治君 出席表彰ありがとうございます。これから

も頑張ります。 
和田幸男君 会長・幹事慰労会ありがとうございました。 
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございま

す。私、８月９日満 76 歳となります。誕生祝ありがと

うございました。 
出口敬純君・横山貢君 海岸清掃・麻薬撲滅ムキャンペ

ーン、皆様ご協力ありがとうございました。諸事お祝い

の皆様、おめでとうございます。 
小林 亨君 諸事お祝いの方、おめでとうございます。

私も誕生祝ありがとうございます。 
水嶋 聡君 皆様に幸あれ！本日もお元気に！ 
田中賢三君 7/15 海の日、浜降祭海岸清掃たいへん有難

うございました。今年の神輿は 34 基プラスこども神輿

５基の合計 39 基、３年ぶりの全社揃い踏みでした。 
吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。 
池上 實君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。

出席表彰の伊藤さん、半世紀プラス１年の偉業おめでと

う。 
古知屋光洋君 諸事お祝いの方、おめでとうございます。 
斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 
下里洋一君 前回欠席でしたので、改めて和田会長・澤

邑幹事、おつかれさまでした。 
杉田祐一君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 
西山国男君 諸事お祝い申し上げます。 
程島利通君 諸事お祝いの皆様、お目出度うございます。 
椋梨晴喜君 会長・幹事・役員の皆様、暑い中ご苦労様

です。 
加茂正司君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 
清水賢一君 今月、会場監督です。よろしく。 
大木 暁君 暑い日が続きますが、だからこそ“夏”だ

と思います。茅ヶ崎の熱い夏にスマイル！ 
半田朋子君 諸事御祝の皆様、おめでとうございます。

今日は横浜は花火大会です。雨が降らない様に祈ってい

ます。 
加瀬義明君 傘、ありがとうございました。 
中山富貴子君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございま

す。８月スマイル担当です。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 
［本日 22 件、48,000 円です］ 
 

委員会報告の面々。左・池上会員、中・横山会員、右・程島会員 

左上から順に、会場監督・清水会員、ソング・山口会員、出席・

半田会員、スマイル・中山会員、四つのテスト・岩澤会員 


