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司会：幹事／議長：会長
幹事：それでは、引き続きクラブ年次総会を行ないます。

本日は、平塚ロータリークラブ細則第５条第１節
に毎年12月の第一例会に年次総会を開催する事、
と定められております。本規定により只今より平
塚ロータリークラブ年次総会を開催いたします。

　　　　平塚ロータリークラブ細則第５条　第３節　
会員総数の３分の１の出席が定足数となっていま
す。本日の総会出席者は、会員 63 名中 52 名が
出席であり、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
クラブでは、クラブ細則　第４条　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。
それでは、会長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
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　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
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、10 月 30 日に
指名委員会を開催いたしました。指名委員会にお
いて次の方々が指名され、11 月７日開催の理事
会において承認されましたのでご報告いたします。
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　以上、次年度の理事、役員です。
　　　ご審議の程よろしくお願いいたします。
　　　特にご異議がなければ、拍手を持ってご承認とさ

せていただきます。
　　　＜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。
　　　これをもちまして議長の任を解かせていただきます。

幹事：続きまして、ただ今ご承認されました、次年度理
事・役員のお名前をご紹介いたします。お名前を
呼ばれた方は前の方にお願いいたします。

　　　それでは、一言ずつご挨拶をお願い致します。
　　　理事・役員の皆さま、ありがとうございました。

ご着席下さい。

　以上をもちまして、クラブ年次総会を終了いたします。
皆さまご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　   2014-15 年度・役員

＜出席報告＞

クラブ年次総会

本　日12月  5日 会員数  63名 対象者  58名 出席者  52(48)名 出席率  83.87％
前々回11月21日 会員数  62名 対象者  57名 出席者  41(37)名 出席率  67.21％ MUP  5名 計  46名 修正率  75.41％



＜委員会報告＞
■スマイルボックス委員会

プレゼンター　西村裕子委員　
　11 月のスマイル大賞を発表致します。
◆大塚健次　大変長い間欠席しました。ご迷惑お掛けし

ました。復調次第出席致します。よろしく
お願いします。

　＊おめでとうございます！

◆関口幸恵　本日ジャスト　んーじゅう歳 !! これまで
生きてこられた事に感謝です。今日は例に
よって産んでくれた母に花束を送ります。

　＊親孝行な関口さんに！

＜会員報告＞
●桐本美智子　ガバナー補佐
①第 42 回　ロータリー研究会報告

　2013 ～ 2014 年度　国際ロータリーゾーン１、２、
３のガバナー、ガバナー補佐経験者が集まり、12 月２
日～４日台場ホテル グランパシフィックで３日間にわ
たり開催されました。
　LE DAIBA にて RI 会長　MR. ロン D バートン、前 RI
会長　田中作治さんを始め TRF Trustee Chair  Aide to 
the President=elect RI Director 等、海外より来賓の方々
15 人程参加し、全部で 190 人規模の会議でした。
　研究会は、５つのセッションで構成され、それを３日
間のスケジュールで行い、様々な方のお話を聞くことが
でき、大変勉強になりました。紙面の関係上詳しい内容
までは書けませんが、以下に表題を記します。
１．日本のロータリアンに期待する、
　　　　　「ロータリーを実践し皆に豊かな人生を」
２．ロータリーの目的と RI 戦略計画
　　　　　「北米に於けるロータリー研究会」
３．クラブのサポートと強化 
　　　～ 会員 10 万人（日本）～ 130 万人（世界）
４．人道的奉仕の重点化と増加 ? 未来の夢計画
５．公共イメージと認知度の向上＝ R ブランド

　記念講演は、『80 歳エベレスト登頂～希望の奇跡～』
プロスキーヤー、クラーク記念国際高等学校校長　三浦
雄一郎さんでした。

　＜参加しての感想＞
　コーヒーブレイクの時間を細かく取って頂きましたの
で、様々な地区のガバナーとも親しく話が出来、同時通
訳のイヤホーンをつけ、圧巻で大変勉強になった３日間
でした。

② 2014 年 2 月 1 日（土）開催　Ｉ・Ｍについて

震災は避けられないけれども、被災は避けたい！
　2013－14 年　第 2780 地区、相澤ガバナー年度も
折り返しを迎えました。日頃より、ロータリー活動に対
する皆様のご協力に感謝申し上げます。
　「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」のＲ

Ｉ今年度のテーマのもとに第８グループのＩ・Ｍ「震災
に学ぶ」を 2014 年２月１日（土）に開催いたします。
　地震国日本は、東日本大震災というかつてない大きな
震災にみまわれ、私たちは多くの事を学びました。私た
ちロータリークラブでは、全力をあげて東日本の震災復
興を応援し続けています。
　私たちの住んでいる湘南地区は、予知される「首都直
下型地震」、「南海トラフによる大地震」について、どん
な安全対策をしたらよいのでしょうか。自分の命は自分
で守るしかありません。今すぐ安全対策をして、困った
時はお互い助け合うことが大切です。
　今年度のＩ・Ｍのテーマは「震災は避けられないけれ
ども、被災は避けたい！」自分の地域がどんな状態なの
かを知り、事前に防災・減災をどのようにしたらよいか
を勉強する機会を設けました。
　ご講演は、大磯町参与　杉山　考様による防災専門家
の視点からのご講演と、先の震災で被災した被災地から
の体験を鈴木利明様にお話しいただき、皆様と一緒に考
えてみたいと存じます。

＜幹事報告＞
◎ 2016-17 年度　ガバナー・ノミニーが決定しました。
　（各自に配布）
　佐野 英之（さの　ひでゆき）氏
　所属クラブ：秦野ロータリークラブ
　職 業 分 類：酒醸造業

◎地区次年度カレンダー作成のための、クラブ内行事の
確認
創立記念行事、ＩＭまた、公式訪問の日程希望を承り
ます。

　締切：12/20（金）まで。

＜メークアップ＞　　　　　５名　　
　　　　　柏手　茂・杉山善弥・清水雅広・木村義広
　　　　　小野　学　会員　

＜本日のスマイル＞　　　　18 名

＜ゲスト・ビジター＞　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
１月１６日（木）　クラブ研修委員会　升水一義委員長
　　２３日（木）　入会記念卓話　粟野　裕会員
　　３０日（木）➡ 2/1（土）第８グループＩＭ 　
　　　　　　　　　会場：大磯プリンスホテル
２月　６日（木）　三井不動産㈱商業施設本部
　　　　　　　　　肥田　雅和様
　　１３日（木）　プログラム（卓話予定）

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜会員報告＞

＜ゲスト・ビジター＞

＜委員会報告＞

＜幹事報告＞

クラブ会報委員会　　◎青山紀美代　　○山本　智　　木村義広　　水越久晴　　福山　裕　　秋山佳彦

平塚南
 12/27 ㈮・1/3 ㈮  休会
 1/10 ㈮  夜間例会（新年会）


