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本日の進行（12：30）
各委員会 上半期報告・下半期計画発表
於：カンティーナ チャペル
―次回のお知らせ―
12 月 18 日（木）（18：30）
クリスマス親睦会（同伴）
於：湘南ＯＶＡ
E-mail:

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

2014 年 12 月 11 日
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日 18:30
第 5 木曜日 18:00
例会場：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-35
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

会 長◆藤吉一哉
会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦
副会長◆三宅 譲
幹 事◆葉山太一
ＳＡＡ◆山本由夫
会 計◆市川 浩
直前会長◆石田 隆
会報委員長◇宝子山泰久

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/

─ 2554 回 例会記録
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会

長：桐田

吉彦

理事：三宅

譲

ーナ・チャペルで行います。ここも改装の

会長ノミニー：菊池

尚

：鈴木

安之

対象になっていて、２階は客席、１階はパ

副

脩二

：松井

一郎

ーティールームになると聞いています。３

幹

事：服部城太郎

：矢部

房男

月まで皆様にはご不便をお掛けしますが、

会

計：市川

：村松

邦彦

湘南ＯＶＡでの例会となります。
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★本日は、今年３人目の入会式を行います。湘南ＯＶＡの親会
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社の北島様です。また、年次総会で、次々年度の会長、次年
度の役員理事の選挙を行います。
菊池 尚

★理事会報告は、以下の通りです。

会長ノミニー

入会 15 年目で 55 周年の会長として年貢
☆11/20

100％出席例会 事業・決算報告

☆12/18

クリスマス(同伴)例会：湘南ＯＶＡにて 18:00 受付

送迎バス有

ＤＡＮＲＯＫ(新堀ギター)演奏

会員のみ￥3.000
☆1/15

を納めることになります。ノミニー、エ
レクトとして勉強していきます。

特別会費は

案内(出・欠席のアンケート)配布

新年会(同伴)：IL

NONNO にて 18:00～20:30

オペラ(川上会員) 特別会費

会員￥2.000

家族￥1.000

北島文之氏 入会

☆予算執行状況報告：順調。ニコニコを頑張って。
☆1 月理事会：1/15 17:00～ IL

（ホテル）

NONNO

湘南ＯＶＡの親会社

☆地区補助金事業：12/13(土)ぼちぼちいこカーと南相馬にて
合流、農機具等を寄贈

石田・岡本・藤吉・大野

会員

12/11(木)

上半期報告・下半期計画発表
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12/18(木)夜

クリスマス(同伴)親睦会

湘南 OVA

12/25

1/1

1/8

㈱イージス 副社長
よろしくお願いします。

【報告】・橘(武)会員よりロータリーの友 12 月号の紹介
・安藤会員よりマニラ訪問報告

休会

送

新年会(同伴)

IL

1/22(木)

卓話

湘南 OVA

迎バスは 2 台計 35 人乗車可。17:30 逗子不動産前辺り

1/30(木)夜

国際奉仕フォーラム

海狼

1/15 新年会は川上会員によるミニオペラ「愛の妙薬」

(会員)

NONNO

・大野親睦活動・家族委員長：12/18 クリスマス親睦会

1/15(木)夜

藤吉会長：皆様のおかげで無事半年が過ぎました。点数は 45
点位。残りのあと半年の期待もあり、ご協力をお願いします。
三宅副会長：逗子は他のクラブにない良いところがたくさんあ
るクラブ。ロータリーは一人の力では動かせないので、宜し
くお願いします。

でくださいと言われ、大切にやってきました。後半もニコニ
コのご協力をお願いします。
福島出席委員長：藤吉会長の採点と同じく、今期の出席も 45
点くらいだと思います。出席の励行をお願いします。
松井地区公共イメージ副委員長：旗持って募金活動をしていま

大野副幹事：代理の幹事で何とか 12 月を迎えられました。親
睦委員長もやり大変なところもあった。分からないところが
いっぱいあるので、お力をお借り致します。

す。来年度のロータリーデーのお願いもしており、また各グル
ープから 1 分間でロータリーの魅力を語れるように企画中です。
岩瀬地区新世代奉仕委員長：インターアクト、ローターアクトは、一

市川会計：会計業務は順調に推移して来ています。

般のロータリー会員とは少し離れた委員会だが、頑張っています。

山本(由)SAＡ：矢部光治さんに叱咤激励されて、なんとかやっ
てこられました。

臼井地区平和フェロー奨学金副委員長：ロータリー奨学金につ
いて、
1 地区 1 名くらいで推薦しており、
1 名内定しています。

石田前会長：三役欠席時はどうなることかと思ったものの、何
とか代役を務められて良かったです。

石田地区青少年交換副委員長：海外から 9 名、国内から 9 名。
今年から試験・面接とも厳しくしています。

岩堀プログラム委員長：8 月にケガをして、やっとギブスが取
れました。後半は頑張るので宜しくお願いします。

三宅地区会員増強・会員維持副委員長：退会防止に努めたいの
で、まずは皆さん退会しないように頑張ってください。

席例会をやり、これから忘年会、新年会と親睦行事が続きま
す。若手が多いので先輩に相談しながらやっていきたいと思います。
草柳ニコニコ委員長：会長から貴重なニコニコなので全部読ん

⇒

大野親睦活動・家族委員長：8 月に八景島、11 月に 100％出

地
区
出
向
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担当：服部城太郎

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥５１．０００

藤吉君、大野君…北島さん、入会おめでとうございます。
桐ケ谷君、山口君、服部君…新入会北島さん、ようこそ！！

累計 ￥８９９．０００

矢部(光)君…国勢選挙があり、あわただしい年の瀬を迎えます。
一年が早い！

菊池君…年次総会よろしくお願いします。

山科君…忙しい年末に選挙とは？

松井君…会長ノミニー菊池さん、おめでとうございます。桐田

草柳君…師走の選挙、国民に潤うよう願います。

さん先日はとうふで一杯、ごちそうさま。

桐田君…好天が続かず仕事が進みません。

石田君、山本(由）君…藤吉会長、大野幹事お疲れ様。今年もあ
と三回の例会となりました。

村松君…木枯らし吹きすさぶ三日間、寒い日が続きます。健康
に留意を！

岩堀君、船津君…藤吉年度の半分、後の半分よろしく！

松田君…連日風が強いです。紅葉が…！！

横山君…よろしく

毛利君…寒くなりました。

です。

市川君…ニコニコ頑張って。

矢部(房)君…風が強いですね。大西風は三日間続きます。

岡本君…チャペルでの例会、新しい気分です。北島さん入会お

安藤君…マニラで五人のＳＰに囲まれてショッピングを楽しん

めでとうございます。

できました。

橘(武)君…チャペルでの例会、いいものだネ。

岩瀬君…大阪で商売するのは大変ですね。

臼井君…アーメン。

寺嶋君…忘年会楽しみにしています。

三宅君…明るい例会場、気分良し。前途は？

【出席報告】会員数 50 名(出席免除 6 名)

出席数 30 名：出席率 62.50%

前回修正出席率 59.57％

