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国際ロータリー

2017 - 2018 年度

2017年10 月 27 日（金）

週 報

第

1260 回 例 会

第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆誕生祝【芦川会員】【近藤幹事】
◆委員会報告【職業奉仕委員会 佐藤委員長】
◆下田会員入会式
◆ガバナー公式訪問
◆卓話【国際ロータリー第 2780 地区 大谷新一郎ガバナー】

国際ロータリー 本年度テーマ

事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/
例会場：ホテルサンライフガーデン
例会日：毎週金曜日 12：00〜13：30

◎ 幹事報告 【近藤幹事】
先日の土曜日の「なんでも相談会」ありがとうございました。過去最高の６１名相
談者が来ました。ご協力に感謝します。

◎ 会長挨拶 【三富会長】

近藤幹事

皆さんこんにちは。

大谷ガバナー平塚湘南ロータリークラブにようこそお越しくださいました。
本日の卓話宜しくお願い申し上げます。

先日、10/24 火曜日に根岸会長より依頼があり平塚北ロータリークラブへメイキャッ
プに行って参りました。

当クラブから芦川さん麻生さん関口さん大森さんも参加されました。

卓話者は東京ロータリークラブの岡崎由雄会員でカンボジアの地雷撤去活動を 10 年

三富会長

間行い地域の皆さんに安心した生活を送るための環境整備のお話しでした。ロータ
リーだからこそ出来る人道的支援活動だと感じました。

また、10/21 の『市民のための何でも相談会』では職業奉仕委員長の佐藤会員や会

員皆様のご協力に感謝申し上げます。湘南ジャージや平塚広報、湘南ナパサでのご
案内放送等で予想を上回る 61 名の相談者が来られますました。
『問題が解決してすっ

きりした』『とても良かった』等の声を聞くことが出来ました。14 年続いた事業と
してとても意義を感じた次第です。

11/10 のクラブ協議会で皆さんのご意見、ご感想を頂きたいと思います。

◎ 誕生祝
【芦川会員】

今年７０歳になり、入会してから２８年になりました。区切りの年になりましたが
年になっても輝いていきたいです。余生を楽しむというより社会とかかわって生き
たいと思います。

【近藤幹事】

昨日丁度５８回目の誕生日でした。昨日は皆さんに祝ってもらいありがとうござい
ました。

芦川会員

三富会長

近藤幹事
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◎ 委員会報告
【職業奉仕委員会

佐藤委員長】

先ほど報告がありましたとおり第１４回なんでも相談会どうもありがとうござい
ました。当日、常盤 AG お越しいただきましてありがとうございました。改めて
報告会をいたしますので、ご意見がありましたら宜しくお願いします。

佐藤会員

◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名

出席義務者４０名

出席者３５名

出席率８７．５％

◎下田会員入会式 大谷ガバナーよりバッチの贈呈
【下田会員】

本日はありがとうございました。ロータリークラブに入会しようと思い見学に来さ
せて頂いたところとても楽しい会でしたので、入会させていただきました。今後と
も宜しくお願いします。

◎ ガバナー公式訪問
国際ロータリー第 2780 地区

大谷新一郎ガバナー

◎ 卓話
国際ロータリー第 2780 地区
大谷新一郎ガバナー

卓話内容はこちら（pdf）

大谷新一郎ガバナー

原茂美会員

曽我会員

三富会長

大谷新一郎ガバナー

下田会員

田中会員

大谷新一郎ガバナー

◆生年月日 昭和２４年４月１９日
◆所属クラブ 相模原南ロータリークラブ
◆職業分類 石油製品販売
◆勤務先
株式会社三友 代表取締役
◆早稲田大学社会学部卒
◆ロータリー歴
＊１９８６年２月５日入会
＊１９９２〜９３年度・幹事
＊１９９７~９８年度・会長
＊２００６年 ~０７年度・地区クラブ奉仕委員会
ロータリー家族委員会
＊２００９年〜１０年度・地区クラブ運営委員会
ロータリー家族委員会・副委員長
＊２０１０年〜１１年度・地区会員増強会員維持委員会
＊２０１１年〜１２年度・第５グループガバナー補佐
＊２０１２年〜１３年度・地区クラブ奉仕委員会 委員長
＊２０１３年〜１４年度・地区公共イメージ委員会 委員長
＊２０１４年〜１５年度・地区研修員会
＊２０１５年〜１６年度・ガバナーノミニー
＊２０１６年〜１７年度・ガバナーエレクト
地区戦略計画委員会
＊表彰 ポールハリスフェロー / ベネファクター
マルチプルフェロー / メジャードナー / 米山功労者
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◎スマイル報告【川内会員】
大谷新一郎ガバナー

本日は、ガバナー公式訪問に参りました。よろしくお願いします。

常盤ガバナー補佐 秋山ガバナー補佐幹事

本日は大谷ガバナーの公式訪問宜しくお願い致します。湘南平塚ロータリーの元気さ頂いて帰りたいで
す。

三富会長

大谷ガバナー、平塚湘南ロータリークラブへ、ようこそおいで下さいました。当クラブの雰囲気味わっ

近藤幹事

大谷ガバナー、本日は宜しくお願いします。

芦川会員

てください。本日、公式訪問、そして卓話宜しくお願い致します。

大谷ガバナー、公式訪問ご苦労様です。本日は宜しくお願いいします。親しみやすいクラブですので気
楽にやってください。

麻生会員

大谷ガバナー、
ようこそ。私共の湘南ロータリーは女性会員でもっています。このパワーをみてください。

大森会員

大谷ガバナー、本日宜しくお願い致します。来月の青少年交換の面接も宜しくお願いします。ご都合つ

井出会員

大谷ガバナー、常盤ガバナー補佐、秋山補佐幹事ようこそ。よろしくご指導お願いします。
けていただき、本当に助かります。

小沢会員

本日は大谷ガバナーようこそいらっしゃいました。先日、台風の中、朝 7 時から投票に行きました。多

柏木会員

大谷Ｇようこそお越しくださいました。22 日はお世話になりました。ありがつございました！

黒柳会員

大谷Ｇ、常盤ＧＡ、本日宜しくお願いします。

川内会員
小泉会員

佐藤会員

下田会員

くの老人たちが投票に来ていて頭が下がりました。

本日は大谷ガバナーありがとうございます。昨日の誕生日会疲れました。

第 14 回目の職業委員会、佐藤委員長の主催する「なんでも相談会」は 10 月 21 日台風の前日で足元の

悪いところ 61 名という大勢の相談者が来られました。よかったですか？」と聞いたら「とっても」と言っ
てにこにこ帰りました。打ち上げも関口直美さんの誕生日も重なり盛り上がりましたね。

大谷ガバナー、
本日よろしくお願いします。今週末にベルマーレのＪ２優勝とＪ１昇格が決まる予定です。
大谷ガバナー、常盤ガバナー補佐、本日はお越しいただきましてありがとうございます。大谷ガバナー
と同じく私も早稲田の社学出身ですので勝手に親近感を抱いております。本日は認証式、よろしくお願
いいたします。

真道会員

昨日の女子誕生日会で食べ過ぎました。ケーキ美味しかったね！

曽我会員

本日は大谷ガバナーにお会いできること楽しみに参りました。昨夜は、お誕生日会有難うございました。

関口会員
高橋会員
田中会員
徳永会員
中村会員

大谷ガバナー、平塚湘南ＲＣにようこそおいで下さいました。

大谷ガバナー、本日は当クラブにようこそ。ありがとうございます。

大谷ガバナー、常盤ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。ガバナーのお話楽しみにしております。
又、昨日、女子のお誕生日会をしていただきありがとうございました。

大谷ガバナー、今日はご苦労様です。ベルマーレですが、日曜日の試合で引き分け以上でＪ１昇格です。

大谷ガバナー、
常盤ガバナー補佐、
本日はお忙しい中、
平塚湘南ＲＣにお越し頂き、
ありがとうございます。
今後とも、ご指導の程宜しくお願い致します。

原（茂）会員 先日のなんでも相談会では何件か相談をお受けし、的確なアドバイスが出来たか、不安は残りますが、
とにかく大変勉強になりました。有難うございました。

古木会員

DeNA、日本シリーズに進出しました。勝てればいいですが。

牧石会員

昨日の、女性会員合同の誕生日会にたくさん参加いただき、ありがとうございました。来年もやります

細野会員

大谷ガバナーようこそいらっしゃいました。本日は宜しくお願い致します。
ので、よろしく。

吉田会員

大谷ガバナー、常盤ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。当クラブは本当にいいクラブなので

吉野会員

大谷ガバナー、常盤ガバナー補佐、秋山ガバナー補佐幹事、ようこそいらっしゃいました。本日は宜し

これからも宜しくお願い致します。
くお願い致します。

