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席であり、定足数を満たしており、クラブ年次総
会は成立する事をご報告いたします。
続いて、議長選出をいたします。平塚ロータリー
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第１節の規定

により会長が議長を行なう事となっております。

以上、次年度の理事、役員です。

それでは、会長よろしくお願いいたします。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

会長：それでは、只今より平塚ロータリークラブ年次総

ていただきます。

会を開催いします。
本日の議題は、平塚ロータリークラブ細則
第３条

特にご異議がなければ、拍手を持ってご承認とさせ

理事及び役員の選挙の規定によりこれを

行ないます。平塚ロータリークラブは、細則３条
第１節の規定により年次総会開催の１ヶ月前に
指名委員会を設けて指名することになっておりま

＜拍手＞
ありがとうございます。賛成多数により原案どおり
承認とさせていただきます。
本日の議題は、以上でございますご協力ありがとう
ございました。

す。そこで、平塚ロータリークラブ付則第１条の
規定により指名委員会を設置し、１１月１３日に
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指名委員会を開催いたしました。指名委員会にお

地区会員増強・維持委員会

いて次の方々が指名され、 １１月
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桐本美智子

鎌倉パークホテルにて開催された、第 2

の理事会において承認されましたのでご報告いた

回『輝く女性の集い』に行って参りました。当クラブ

します。

からは、会員を含め 9 名出席しました。基調講演は
山崎 直子さん（元 JAXA 宇宙飛行士・ロータリー国
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会長エレクト

際親善奨学生）で、大変興味深い宇宙での体験をお話
牧野
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いただきました。

＜出席報告＞
本 日12月 6日 会員数 64名 対象者 58名 出席者 48(43)名 出席率 76.19％
前々回11月15日 会員数 64名 対象者 58名 出席者 39(34)名 出席率 61.90％ MUP10名 計 49名 修正率 77.78％

姉妹クラブ委員会

「台南東ＲＣ

木村義広

委員長

創立 46 周年記念式典

たメンバー及び奥様に感謝を申しあげます。ありがとう

参加報告」

ございました。

冬に寒さが身にしみ始めた、去る 11 月 29 日日、羽

台南東ＲＣ訪問

田空港より、亜熱帯の国、台湾へむけて、行程がスター
トしました。台湾は雨の多い時期のようで、小雨模様で
した。台湾の独特の香辛料の香りの、ホワッとした暖か
さに迎えられ、台湾に到着。
迎えのバスに乗り、最初の見学地、九份を訪れました。
山岳の村は９軒の家が有り、買い物など助け合いながら
生活しており、９人分から名前が付けられたそうですが、
その後金鉱が見つかり、一挙に人口が増えたそうです。
山の斜面に小さなお店がかわいらしい場所には、宮崎駿
夫の映画のモデルにもなっているそうです。
その後、先発組と合流し、海鮮料理で夕食を楽しみま
した。リクエストの多い豪華なフカヒレ、鮑、伊勢エビ
などのとても豪華な食事で、大いに盛り上がりました。
翌日は、新しく生まれ変わった東京駅と同じ設計者・
同じレンガを使った総統府館内見学、
台北市内を散策し、
ホテルにて昼食後、新幹線にて台南に向かいました。
約１時間半で到着した台南駅の改札を過ぎると、偶然

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎第 2780 地区

2015-16 年度ガバナー・ノミニー確定

乗り合わせた尼崎ＲＣの物と２つの赤い大きな「熱烈歓

のお知らせ

迎」の大壇幕と共に台南東 RC の皆さまの大歓迎を受け

田中賢三氏（茅ヶ崎ロータリークラブ） 日本精麦株

交流がスタート、はじめから大変感激致しました。

式会社

そして、駅からバスで 30 分ほどで、記念式典会場で

代表取締役

1989 年入会

＊略歴の詳細はお配りしましたのでご覧下さい。

ある「大億麗織飯店」に到着し、メインイベントである

＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜メークアップ＞

台南東 RC 創立 46 周年記念式典に参加致しました。
記念式典はとても盛大に行われ、数々のご来賓のご挨

10 名

杉山善弥、江藤博一、鶴井雄仁、鈴木忠治、

拶とともに、病気検査のため欠席された小飯塚会長の

鳥山優子、三荒弘道、滝口勝弘、森

メッセージを牧野会長エレクトが読み上げられました。

鈴木條一、馬上

晋

誠司、

会員

また亡くなられた顔禎祥さんを偲ぶ時間もあり、在りし
日の平塚ＲＣクラブとの交流の写真も多数上映されまし

＜ゲスト・ビジター＞
＜ゲスト・ビジター＞

0名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

21 名

た。祝宴では台南東 RC 会員婦人のコーラスと舞踊、郷
土の音楽などが多数有り、とても賑やかで活気のある式
典でした。その後もカラオケの２次会もご用意頂き、台
南東のメンバーの気配りと、親しみのある日本語にもて

＜卓話
＜卓話・行事予定＞

なされた、楽しい時間でした

１２月２７日（木） クラブ会員卓話

最終日も、バスのご用意とメンバーの見送りを受けて、
台北に向けて出発しました。
途中素敵な現地の婦人から、

１月

宅野順彦会員

３日（木） 休会 ( 定款による )
１０日（木） ニューイヤーコンサート

ビールのつまみ提供やメンバーの忘れ物を教えて頂ける

18：00 〜 20：00

暖かな一幕も有り、素敵な気分を味わうことも出来まし

ヴィオラとピアノの姉妹デュオ

た。
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台北で、点心料理で有名な鼎泰豊で昼食を済ませ、羽

１７日（木） プログラム委員会

田帰って参りました。２泊３日、
総勢１６名での訪問は、
台南東の方とだけで無く、メンバー同士の深い交流もあ
り、初めての私には大変有意義な機会でもありました。
今回大変にお世話になった、JTB 小林さん、左近允さ
ん、そしてアドバイスを頂いた会員の皆さん、参加頂い
クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南 12/21 ㈮ ➡ 19 ㈬ Xmas 会 12/28 休会 1/4 休会
平塚西 12/19 ㈬ ➡ 22 ㈯ 移動
12/26 休会 1/2 休会
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