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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

「ローダノーを実践し、みんなに豊かな人生を」
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●例会日　毎過木曜日12：15－13：30　●会場　グランドホテル神奈中　平塚2F　●事務局　平塚市松風町2－10　平塚商工会議所内

・四つのテスト1．真実かどうか　2．みんなに公平か　3．好意と友情を深めるか　4．みんなのためになるかどうか
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会場：グランドホテル神奈中

．仕上　言争鳶新会員　入会南

前　田　孝　平

粟　野　　　裕

増　田　尚　文

岩　津　雅　晴

以上の4名です。

ロータリー

会員　2013．8．1標綱都合にて嫡）

会員　2013．11．28

会員　2014．4．3

会員　2014．6．12

…，手頃電信哩破．　｛　ベロ目迎夜間．．

粟野　裕会員　　　増田尚文会員　　　岩津雅晴会員
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とりは古屋守久会員、
「黒い花びら」本日で

退会されますが、どう

ぞまた遊びにいらして

ください。

＜出席報告＞

牧野会長

平塚ロータリークラブー 0°キ新会員歓迎束的頃合 
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「愛のメモリー」

湘南軽音楽愛好会の

皆様

詞書臆 
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鳥海会長工レクト

乾杯発声
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常盤副会長

閉会の挨拶
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本　日　6月26日 �会員数62名 �対象者57名 �出席者37（34）名 �出席率65．66％ � � � 
前々回6月12日 �会員数62名 �対象者58名 �出席者47（44）名 �出席率77．05％ �MUPl名 �計48名 �修正率78．69％ 



＜委員会報告＞＿＿＿

●親睦委員会　委員長　高橋賢：会員

新会員歓迎夜間例会　報告

6月26日（木）毎年恒例でありますこ平塚ロータリー

クラブ新会員歓迎夜間例会］が開催されました。本年度

の新会員歓迎夜間例会も例年と同様に神奈中グランドホ

テルをお借りして開催させて頂きました。牧野会長の最

終例会という事で40名の会員出席を頂きました。今年

度の親睦委員会は高橋、鈴木（忠）、大澤、豊川、近藤、杉

山（幹）、江藤、白坂、田島、粟野、前田、増田、岩滝、総

勢13名で構成され、その内の4名（栗野、前田、増田、

君津）が牧野年度に入会した新会員です。i

牧野会長の点鐘で最終例会がスタートしました。清水

（裕）幹事の最終報告が有り、その後、今年度で当クラブ

を退会される古屋守久会員のご報告がなされました。古

屋会員のご挨拶があり長年のロータリークラブ活動の思

い出深いお話しをいただき、古屋会員と入替りで来期入

会予定のゲスト尾上様の紹介がありました。

最終例会は20分程で終了し、新会員歓迎会がスター

ト致しました。司会はクリスマス家族会でも務めていた

だきました江藤会員の発声にて、歓迎会のはじまりです。

牧野会長の今年度最後のご挨拶を拝聴し、鳥海会長エレ

クトの乾杯のご挨拶を頂いた後、新会員歓迎会がスター

ト致しました。新会員の皆様には「ロータリーに入会し

て」というテーマで5分程度のスピーチを頂き、青山」会

員による「突っ込み」インタビューで新会員スピーチは

かなり盛り上がりました。粟野会員から始まり、増田会

員、岩滝会員のスピーチを頂きました。前田会員は業務

の都合で今回欠席されましたが、来期改めてお願いした

いと思っております。新会員スピーチをされた3名の皆

様は個性を十分アピールされ、大変御上手なスピーチで

はなかったかと思っております。

新会員の皆様によるスピーチが終了した後、例年です

と一年間撮影された写真を元に、牧野会長期の諸行事の

報告というところですが、今年度は趣向を変えて、各方

面で活躍されているジャズバンド「湘南軽音楽愛好会」

をおよびしてジャズだけでなく色々なジャンルの曲を演

奏して頂きました。又「カラオケタイム」では歌謡曲も

演奏OKという事から「生オケ」にてのどに自慢のある

万々に歌って頂きました。青山会員、小笠原会員、鳥海

会長エレクト、清水（裕）幹事、そして今年度退会される

古屋会員と皆様素晴しい歌声で会場は大変な盛り上りで

した。皆様本当にありがとうございました。その後歓迎

会の結びでは「手に手つないで」を全員で大合唱し、常

盤副会長の結びのご挨拶と一丁締めを頂き今年度の最終

例会「新会員歓迎会」を平穏の内に閉じさせていただき

ました。これもひとえにご出席頂きました皆様方のお蔭

と感謝申し上げます。

この新会員歓迎会をもって親睦委員会の全ての行事が

終了致します。親睦委員会総勢13名にて一丸となり諸

行事を努めてまいりました。大過なく参りましたのも会

員各位のご支援、ご協力のお蔭です。そして一緒に動い

て頂いた委員の皆様には心から感謝申し上げます。本当

に皆様一年間ありがとうございました。

＜幹事報告＞

ィ第37回平塚市展表彰式のご案内

日　時：7／12（土）15：00～

会　場：平塚市美術館lFミュージアムホール

＊帝展会期：6／29（日）～7／13（日）です。

／第51回平塚市少年野球大会開催のお知らせ

会　期：7／25（金）～8／3（目）

会　場：バッティングパレス相石スタジアムひらつか

（平塚球場）

＊馬上新世代委員長が出席します。

2014－15年度　地区財団セミナーのご案内

日　時：7／19（土）13：00－17：00

場　所：辻堂駅前　アイクロス湘南　7F研修室

＊成瀬財団委員長が出席します。

くメータナ　ノフ＞　　　1名　　高橋賢二会員

ぐ、：本臼のス寺子ルシ　　23名

三・ケスト・ヒシター＞　　l名

尾上達也様（大会前ゲスト）

く卓話・行事予定＞

7月　3日（木）新役員挨拶

10日（木）入会記念車話　増田尚文会員

17日（木）シドニー国際大会報告

24日（木）日本画家・ミス七夕　後藤真由美様

31日（木）休会（定款による）

市内例会変更ン
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