
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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  「それでこそロータリー」 「富士山」  ◇ＩＭキャラバン挨拶 

◇会長挨拶         ◇幹事報告      

◇卓話「研修委員会の活動計画とＲＩ戦略計画について」 成田栄二君 
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第 55代会長 澤邑 重夫 

第 55代幹事 古知屋光洋 
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＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2015 年 1 月 22 日（木） 第２６５８回例会 天候：雨 司会：梅田弘人副幹事 No. 27 

◎ゲスト・ビジター紹介 

塚原吉雄様（第４グループ ガバナー補佐・綾瀬春日ＲＣ）出山和

夫様・倉澤条太様・藤原琢也様・中川信義様・神尾元洋様・

松井昭彦様 （茅ヶ崎中央ＲＣ）鈴木希久夫様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

◎表彰 

☆米山功労者 第４回マルチプル 池上 實君・杉本行廣君

（感謝状 授与） 

◎会報 着  台北西北・寒川 

◎委員会報告 

地区大会実行委員会［加藤会員］：例会後に打合せ 

スマイル報告 大箭剛久会員 ※裏面に続く 

塚原吉雄様（第４グループ ガバナー補佐・綾瀬春日ＲＣ） 茅ヶ

崎ＲＣ会員の皆様、ごぶさたいたしております。本日は 3 月 28

日に開催されます第４グループのＩＭのＰＲにホストの茅ヶ崎中

央の実行委員会の皆様とお邪魔致しました。御協力宜しくお願い

致します。 

出山和男様（ＩＭ実行委員長・茅ヶ崎中央ＲＣ） いつもお世話

になっております。今日はＩＭのＰＲの為、大勢でお邪魔しまし

た。皆様、是非大勢でＩＭにご出席下さい。今から予定表の 3 月

28日を空けておいて下さい。 

倉澤条太様（茅ヶ崎中央ＲＣ会長） ＩＭのキャラバンで伺いま

した。よろしくお願い致します。澤邑会長、古知屋幹事いつも大

変お世話になっております。 

藤原琢也様・神尾元洋様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 澤邑会長、古知屋

幹事いつもお世話になっております。本日はＩＭのＰＲに伺いま

した。 

中川信義様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 本日はよろしくお願い致します。 

松井明彦様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 初めまして。よろしくお願いし

ます。 

鈴木希久夫様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 茅ヶ崎湘南ＲＣの出席率は 60%

台が多くなり、一人でも欠けると問題になってしまいます。11月

28日（水）の例会のためメークアップしました。宜しくお願いし

ます。今日は辻堂本社から平塚工場へ伺う途中ですので、少し昼

食が長いという程度です。 

古知屋光洋君 塚原ＡＧ、ＩＭキャラバンの皆様ようこそおいで

下さいました。成田さん、卓話楽しみです。 

池上 實君 塚原ガバナー補佐はじめキャラバンの皆様ようこ

そ。自覚ないうちに米山マルチプル４回目をいただけるそうで、

感激です。 
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◎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 

１／２２ ２６５８ ４２ ３８ ２９ ２ ７ ８１．５８％  

１／８ ２６５６ ４２ ３６＋６ ３６ ０＋２ ４ ８５．７１％ ９０．４８％ 

 
大森久巳男君 ＩＭキャラバンの皆様お疲れ様です。ようこそい

らっしゃいました。米山功労表彰の皆様、おめでとうございます。 

和田幸男君 塚原ガバナー補佐をはじめキャラバン隊の皆様、ゲ

ストの皆様ようこそいらっしゃいました。成田さん、卓話お疲れ

様です。 

伊藤留治君 ＩＭキャラバンの皆様ようこそ。 

成田栄二君 塚原ガバナー補佐はじめ、茅ヶ崎中央クラブのＩＭ

実行委員会の方々、ご苦労様です。表彰の方々おめでとうござい

ます。私の多久和のですが、何も考えて来ていません。皆様の御

協力お願いします。 

杉本行廣君 久しぶりに大勢のお客様をお迎えしました。ようこ

そ我がクラブへ。米山功労の表彰ありがとうございます。 

程島利通君 塚原ガバナー補佐、茅ヶ崎中央ＲＣの皆様ようこそ。 

加藤 寛君 塚原ガバナー補佐、御苦労様です。ＩＭキャラバン

隊の皆様、御苦労様です。 

山口利通君 中央ＲＣの皆様、本日はご苦労様です。ＩＭよろし

くお願い致します。また、ビジターの皆様もようこそ。ガバナー

補佐・塚原さん、ようこそ。 

出口敬純君 塚原ガバナー補佐、出山実行委員長他、中央ＲＣの

皆様、湘南ＲＣの鈴木さん、ようこそいらっしゃいました。 

横山 貢君 本日、綾瀬春日ＲＣガバナー補佐塚原様、茅ヶ崎中

央ロータリークラブの皆様、ようこそ。表彰の皆様おめでとうご

ざいます。 

吉田恵子君 ガバナー補佐塚原様、ゲストの皆々様ようこそいら

っしゃいませ。 

西山国男君 塚原ガバナー補佐、ＩＭキャラバンの皆様ようこそ

いらっしゃいませ。池上さん、杉本さん、澤邑さん、おめでとう

ございます。 

富田桂司君 茅ヶ崎中央ＲＣの皆様、いらっしゃいませ。どうぞ

宜しくお願い致します。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

河本啓伸君 先週、この例会中に紛失した我が家の鍵を拾って下

さいました、コルティーレスタッフの皆様に幸有れ！（水嶋風） 

北村公子君 寒い日が続きます。かぜをひかないよう注意して

日々過ごしています。ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。ごゆっ

くりお過ごし下さいませ。 

杉本剛昭君 ガバナー補佐塚原様、ゲストの皆様、お足許の悪い

なか、ようこそお越し下さいました。 

関 伸司君 今年最初の出席になりました。本年もよろしくお願

いいたします。 

大箭剛久君 寒いですね！でも、日本の四季に感謝します。 

［本日 28件、40,000円です］ 

 
卓話「研修委員会の活動計画とＲＩ戦略計画について」 

成田栄二君 

結果としては相模原南ロータリークラブの大谷新一郎さんに

決まったわけですが、その選考につきましてお話させてもらい

たいと思います。 

 当クラブが誰に投票したのか、といったことはまだ発表して

いなかったのですが、ここでその過程とともに発表したいと思

います。まず、１月７日、立会人ではなかったのですが、次年

度のことも考え、地区の鈴木幹事に立ち会わせてもらいたいと

申し出て、許可されました。うちのクラブでは田中さんが当選

した大谷さんを推しました。 

 今回は３名の立候補者がいましたので、ＲＩの細則 13.040.3

によって「単一移譲式投票」で行われることになっていました。 

※※「単一移譲式投票」とは※※ 

投票用紙上に、クラブが第 1に選んだ候補者の氏名に隣接する

空欄に「1」と記入します。この欄に 1 という数字が書かれた

票が「第 1選択投票」となります。 

続いて、クラブが 2番目に選出したいと患う候補者の氏名に隣

接する空欄に「2」と記入し、3 番目に選出したいと思う候補

者の氏名に隣接する空欄に「3」と記入します。以下同様クラ

ブの希望順に従い、候補者に番号を付していきます。 

過半数の票を得た候補者が当選したものとされますが、いずれ

の候補者も過半数の票を得られない場合には、第 2選択投票以

下の選択票を加算して過半数の票を得た候補者を当選者とし

て発表します。 

選孝で、2人の候補者がそれぞれ 50パーセントの票を獲得し、

そのうち 1人が指名委員会の選出したノミニーである場合、指

名委員会の選出したノミニーがガバナーノミニーとして発表

されるものとします。かかる 2人の候補者のいずれも指名委員

会の選出したノミニーでない場合、ガバナーが 2人のうちいず

れか一方を、ガバナーノミニーとして選出するものとします。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 今回は 2780地区 64クラブ、投票総数 98票のうち、締め切

りである 12 月 25 日夕刻までに届いたのが 61 クラブ。3 クラ

ブは 26 日になって届いたそうです。また、2 クラブは棄権し

ました。つまり 59 クラブが投票しましたが、実際に開けてみ

たら番号の書いてない無効票が 8クラブありました。結局有効

票を提出したクラブは 51で、その票数は 75票でした。即ち、

過半数は 38 票ということになりますが、第１回目の投票では

誰も過半数に達しませんでした。それぞれの候補者の得票数は

公式には発表されませんでしたが、最終結果からの逆算で、相

模原南の大谷新一郎さんが 34票、相模原の杉岡芳樹さんが 21

票、相模原中の神田達治さんが 20票だったことがわかります。 

 ３番目となった人はここで失格となり、３番目の人に投票さ

れた票を集めて、「２」にどちらが書かれているかを開票した

結果、１票は「２」の記述がなかったため、残る 19 票で大谷

さん 13、杉岡さん 6 ということで、大谷さんに決まったとい

うわけです。 

 上位２人が同数の場合にはガバナーが決定するという決ま

りがありますが、２位・３位が同数の場合の規定がありません

ので、もし同点だったらどうなるのか、ということは課題にな

りそうです。 

＜補足＞各クラブに与えられる投票権はクラブ会員数に基づ

き、決められています。◆37名以下：１票◆38～62名：２票 

◆63～87名：３票◆88～112名：４票◆113～137名：５票．．． 

 

 昨年末、最終例会の際、理事会を開い

てガバナーノミニーディジグネイトの選

考を致しました。その結果、当クラブで

は田中賢三ガバナーエレクトに一任する

ということになりました。 


