
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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「君が代」「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和［中山会員］ 

◇諸事お祝         ◇会長挨拶・理事会報告    

◇幹事報告         ◇委員会報告 親睦 他 

 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 55代会長 澤邑 重夫 

第 55代幹事 古知屋光洋 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2014 年 9 月 4 日（木） 第２６４０回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 9 

◎ゲスト・ビジター紹介 

北村公子様(田中会員・和田会員・吉田会員ゲスト、有限会社

北村水産) 富田エミ様(富田会員こ夫人) 高田修様(東京世

田谷 RC) 

◎諸事お祝 

☆誕生祝 地上賓君 山口利通君 河本啓伸君 横山貢君 

水嶋聡君 

☆結婚記念 富田桂司君・エミ様(花束・なんどき牧場セット) 

☆皆出席表彰 伊藤留治君(52 年)河本啓伸君(3 年)(麦茶セッ

ト) 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

*地区大会提出書類等について依頼 

・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 

・地区指導者育成セミナーの案内(10/18(土)14:30開会 ヨコ

スカ・ベイサイド・ポケット) 

*広島土砂災害義捐金の依頼 一人 500 円・募集期間 9/1(月)

～9/24(水) 

*「第 1 回地区アクターズミーティング」へ出席の依頼・

9/7(日)1400点鐘・藤沢市労働会館 

◇台北西北 RCより 2014-15年度会員名簿 

◇ロータリーの友事務所より＊ロータリーの友 9月号 

*『ロータリーの友』英語版 "THE ROTARY-NO-TOMO" 

2014-15年度版 11月中旬発行 

◇神奈川協同募金会より *"赤い羽根"協同募金への協力の

依頼 *『あかいはね』vol. 25 

◇AMDA 設立 30 周年を祝う会案内・11/30(日 )11:00～

14:30・岡山全日空ホテル 1階 

◇タウンニュース 

◎会報 着  台北西北・大磯・寒川・綾瀬 

 

＝９月度定例理事会議事録＝ 

１．茅ヶ崎公立高校吹奏楽「五高祭」協賛について 

河本会員より資料に基づき説明あり、昨年と同様に後援し、

100,000円協賛することとする。 

２．３分スピーチの実施について 

他クラブで実施している。当クラブでも以前行なっていたので、

会員のスピーチを増やし併せて会員間の親睦が図れるので実施

したい旨会長より提案あり。例会時間の許す範囲で実施する事と

なる。 

３．2016‐2017年度会長候補者 推薦について 

定款細則により直前会長が議長となる指名委員会を設置する。委

員には会長、会長エレクト、直近パスト会長 5 名の 7 名で構成

する事とする。（例年とおり） 

４  直前会長幹事慰労会 及び社会奉仕活動(麻薬撲滅キャンペ

ーン)の決算報告について 

会長幹事慰労会は岩沢会員より、麻薬撲滅は西山会員よりそれぞ

れ資料に基づき説明あり、了承された。 

５ ３クラブ合同ガバナー公式訪問の件 

古知屋幹事より資料に基づき説明があり了承された。 

４．その他 ・台湾(姉妹クラブ) 訪問の件 

加藤会員より 23名の参加があり、当クラブより台湾西北クラブ

に 100,000円、玉蘭荘に 30,000円寄付することし了承された。 

・10月 10日の増強委員会開催の件  

 和田委員長より別紙のとおり報告があり了承された。 

・10月 18～19日の地区大会の件 

 19日の本会議（12：30点鐘）出席者にはバスを手配、バスの

中で移動例会開催、お弁当用意する旨会長より提案あり、了承さ

れた。 

・成田会員より 

 ①9 月 25 日例会の研修員会卓話の後の反省会を江のドンで夜

間行なう予定、詳細は後日伝達予定。 

 ②研修委員会の副委員長を決めたい。 

 ③研修委員会でドレスコード及びメークアップの方法の説明

資料を作成する。 

           

 

      

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎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 

９／４ ２６４０ ３８ ３７ ３１ １ ５ ８６．４９％  

８／２１ ２６３８ ３８ ３２＋４ ３０ ０＋２ ４ ８３．３３％ ８８．８９％ 

 スマイル報告 大箭剛久会員 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ） 本日もメークアップよろしく

お願い致します。また、台北西北区ＲＣの 54周年記念式典で

は、宜しくお願いします。当クラブは 14名の参加です。 

澤邑重夫君 高田さんようこそ。北村さん、ロータリーはすば

らしいところです。お待ちしております。富田さん、結婚祝お

めでとうございます。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 

古知屋光洋君 富田夫人、北村様、高田様ありがとうございま

す。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 

伊藤留治君 出席 52年表彰ありがとうございます。まだまだ

頑張ります。 

山口利通君 誕生祝ありがとうございます。遂に 59才になり

ました。これからが私の人生です。加油！北村さん、私が必ず

このクラブへ入会させますから、ご安心を！富田さん、結婚祝

おめでとう。奥様、よくいらっしゃいました。 

水嶋 聡君 誕生祝ありがとうございます。皆様に大切な幸が

訪れますように。 

池上 實君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。若輩者ロータ

リアンと思っていた私も 78才になりました。今後ともよろし

く。 

小澤耕一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。伊藤さ

ん、半世紀を超える皆出席には頭が下がります。 

平井 茂君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様、おめでとうご

ざいます。 

清水賢一君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。皆様も

俳句会に参加しましょう。 

吉田恵子君 今日はゲストの北村さんと御一緒させて頂きま

した。よろしくお願いいたします。諸事お祝申し上げます。 

河本啓伸君 伊藤さんとともに皆出席表彰とは畏れ多いです。

わずか 49年差なので、頑張って追いつきたいです。北村公子

さん、ようこそ。 

富田桂司君 初めての結婚記念祝いをして頂き、誠にありがと

うございます。夫婦共々大変嬉しい限りでございます。今後と

もよろしくお願い申し上げます。 

程島利通君 諸事お祝の皆様、お目出とうございます。 

下里洋一君 結婚記念の富田君、奥様おめでとうございます。

皆出席の伊藤さんには頭が下がります。 

加藤 寛君 高田さんようこそ。台北楽しみにしています。 

成田栄二君 ゲストの北村さん、入会お待ちしています。富田

夫人エミさん、ようこそ！諸事お祝の方々、おめでとうござい

ます。 

斉藤信夫君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。伊藤さ

ん、52年間皆出席おめでとうございます。 

和田幸男君 ゲストの北村様、富田エミ様、高田様、ようこそ

いらっしゃいました。 

出口敬純君 北村様、富田夫人、高田さん、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。 

横山 貢君 本日、諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

北村水産・北村様、東京世田谷ＲＣ高田様ようこそ。 

西山国男君 ゲスト・ビジターの方々ようこそいらっしゃいま

せ。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 

岩澤あゆみ君 ゲスト北村様、富田様、ビジター高田様、よう

こそお越し下さいました。諸事お祝の皆様、おめでとうござい

ます。先日、陸前高田に行って来ました。まだまだ復興なんて

ほど遠く。でもそんな中、一生懸命仮設の店舗で頑張る人たち

と出会い、商売の原点、人としての原点を考えるすばらしい機

会でした。今日ここに笑顔で集える茅ヶ崎ＲＣにスマイル！ 

半田朋子君 みなさん、こんにちは。ゲストの皆様よういらっ

しゃいました。急に涼しくなり、秋の気配を感じます。体調に

気をつけて、毎日をスマイル。 

杉田祐一君 北村様、富田様、東京世田谷ＲＣ高田様、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。 

中山富貴子君 北村様、高田様、富田様奥様、ようこそお越し

下さいました。諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 

加瀬義明君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝の皆

様、おめでとうございます。高田さん、台湾でも宜しくお願い

致します。 

大箭剛久君 今月は初のスマイル担当になります。お聞き苦し

い点はご容赦下さい。 

［本日 28件、58,000円です］ 

◎委員会報告 

岩澤会員［親睦］：10/30例会後に新会員歓迎会を開催。場所など

詳細については後日連絡。 

加藤会員［姉妹クラブ］：台北訪問参加者は例会後に打合せ 

成田会員［クラブ研修］：9/25 例会卓話の反省会は後日、江のド

ンで行いたい 

池上会員［雑誌］：ロータリーの友９月号注目記事の紹介 

「吾が陰を日時計として芝を刈る」俳句会の面目躍如ですね 


