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第３０２６回例会 ２０１５年１２月３日
クラブ年次総会
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１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 62 名中 46 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「会長が議長を行う事」となっております。そ
れでは、常盤会長よろしくお願い致します。
会長：それでは、只今より平塚ロータリークラブ年次総
会を開催致します。
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
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、11 月５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、理事会において承認されました
のでご報告いたします。
＊理事・役員・クラブ研修委員長表は全会員に配布
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＜出席報告＞

グランドホテル神奈中

週報第３０２６号

◆クラブ研修委員長
桐本美智子
以上、次年度の理事、役員、クラブ研修委員長です。
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、ただ今承認されました、次年度理
事・役員・クラブ研修委員長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・クラブ研修委員長の皆さま、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。
皆様ご協力ありが
とうございました。 次年度理事・役員・クラブ研修委員長

新会員のご紹介
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住
所：平塚市明石町
生年月日：1967 年生まれ
48 歳
学
歴
1980 年３月 昭和 55 年３月１日 平塚市立崇善小学校卒
1983 年３月 昭和 58 年３月１日 平塚市立江陽中学校卒
1986 年３月 昭和 61 年３月１日 神奈川県立大磯高校卒
1992 年３月 平 成 ４ 年 ３ 月 １ 日 専修大学 商学部
会計学科卒
1992 年４月 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 オーウエル株式会社入社
1997 年４月 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 株式会社モトヨシ入社
2008 年９月 平成 20 年９月 22 日 株式会社モトヨシ
取締役就任
2015 年６月 平成 27 年６月１日 株式会社モトヨシ
代表取締役社長就任
趣
味：ゴルフ、音楽鑑賞

本 日12月  3日 会員数  62名 対象者  59名 出席者  46(43)名 出席率  76.67％
前々回11月19日 会員数  61名 対象者  58名 出席者  37(36)名 出席率  62.71％ MUP  3名 計  40名 修正率  67.80％

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
◦スマイルボックス委員会 関口幸恵委員長
10 月のスマイル大賞の発表です。
◇鳥山優子会員 F １日本グランプリ観戦しました。
今年も鈴鹿ベイロータリーの方々に
お世話になり、ロータリアンとの前
夜祭では松坂牛を堪能し、F1 プラ
スアルファで楽しく、おいしい F1
となりました。きっかけは
『ロータリー
の友』で見た『お知らせ』です。やは
り『ロータリーの友』は必読ですね。
＊鳥山さんは毎年 F1 観戦の報告スマイルをくださっ
ております。有難うございます。そして
『ロータリー
の友』の素晴らしさも教えて下さいました。
◇江藤博一会員 突然ですが、
入籍しました。
付き合っ
て半年のスピード婚になります。流
行りの同棲婚じゃないですよ！ミャ
ンマー人でもないし、偽装結婚でも
ないですよ。ちゃんと日本人の女性
ですよ。今後は家庭も大切にしなが
ら、変わらず仕事に地域貢献に頑張
ります。今後もご指導の程宜しくお
願い致します。
＊これほど私達を笑顔にしてくれたスマイルはなかっ
たのでは？皆様もうお判りですね！
◦姉妹クラブ委員会 江藤博一委員長
恒例の行事となりますが、当クラブの姉妹クラブで
あります台湾の台南東ＲＣの創立 49 周年記念例会に出
席して参りましたのでご報告致します。今回の日程は
11 月 27 日からの三日間で、
常盤会長をはじめとする総
勢 11 名で参加をしてきまし
た。前回までは記念例会開催
日の前日に台北に移動、翌日
に台南という行程が多かった
と思いますが、今回は前日の   
26 日は平塚で例会を通常通り行い、記念例会の当日に
台湾に飛び台南に入るという強行軍の行程を組んだ為、
参加者の皆様には朝の３時過ぎから集合頂き、羽田にお
越し頂いてそのまま搭乗、台北の松山空港に到着後すぐ
に台北駅に移動し新幹線に乗車、車内で遅い昼食、夕方
にやっと台南に到着という厳しく長い移動をして頂きま
した。台南の駅では台南東ＲＣ役員の皆様に「ようこそ
平塚扶輪社」の横断幕を掲げての熱烈な歓迎を受けまし
た。その後、例会場でもあります「大億麗緻ホテル」に
移動、午後６時 30 分から行われる例会に参加しました。
例会は林方山会長の挨拶から始まり、常盤会長の祝辞で
は通訳兼ガイドの葬さんの同時通訳により台湾語で会長
の思いが皆さんに思いが伝わり大きな拍手を頂戴しまし
た。その後は美味しい食事とメンバー並びにその奥様の
お気遣いを頂きながら楽しい時間を過ごしました。翌日
28 日は台南東ＲＣの家族日帰り旅行に参加を致しまし
た。大型バス４台で高雄市に移
動。高雄市は台湾最大の港があ
り、そこで観光船に乗り皆様と
一緒に港湾クルーズを楽しみま
した。途中で全員下船し、湾の
中州の様なところにある「小紅
食堂」というところで昼食。美
高雄での港湾クルーズ
味しい海鮮料理に舌鼓を打ちな
がら大きな貨物船が目の前を通り過ぎていくという光景
の中、優雅な時間を過ごしました。昼食後は台南東 RC
の皆様とお別れし台湾新幹線で台北に移動、ホテルに
チェックインした後すぐに台北市のランドマークである
台北 101 へ移動、そこの 85 階にあります名店「欣葉」
クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

にて平塚ナイトを開催、大変素晴らしい夜景と美味しい
中華のコース料理と楽しいお酒を堪能し、楽しい時間を
参加者の皆様で共有する事が出来ました。翌 29 日は帰
国の日ではありますが飛行機の時間まで市内観光、まず
四四南村というところで昔の台湾の様子を見学、その後
小龍包の大人気店「鼎泰豐本店」で昼食、その後は松山
空港に移動する時間まで隣接するエリアの永康街を葬さ
んのガイドの元、歩いて回り、台湾の生の生活に触れた
気がしました。
例年に比べ大変慌ただしい訪問であったかとは思いま
すが、台南東ＲＣの日帰り旅行に参加した事等大変有意
義であったかと思います。しかし先方様のおもてなしの
凄さやその設営の大変さなどを目の当たりにし、今後の
交流の在り方についていろいろと考えさせられる訪問で
もありました。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎グランドホテル神奈中より駐車場利用について
平成 28 年１月４日（月）～３月 18 日（金）までホ
テル本館の外壁塗装、客室内バスルーム改修工事のた
め本館裏側（建物下および南側）の駐車場はご使用い
ただけません。別館南側（平置き）はご利用いただけ
ます。とのことです。
◎平塚南 RC より『公開例会』開催のご案内（昨日 FAX
にてお知らせしました）
日 時：12 ／ 11（金）
受付 11:30 ～ 点鐘 12:00 ～ 13:30
場 所：平塚プレジール６F 大山の間
講 師：平塚市美術館館長 草薙奈津子様
E-mail: hiratsuka-s-2780d-8g@lion.ocn.ne.jp
◎第７回地区青少年委員会／アクターズミーティング／
海外研修説明会・練習会開催案内
日 時：12 ／ 12（土）
委員会 13:00 ～ 13:45
アクターズミーティング：14:00 ～ 17:20
海外研修説明会・練習会：17:20 ～ 18:00
場 所：第一相澤ビル６F
◎インターアクトクラブ新年会開催
日 時：平成 28 年１月９日（土）17:30 ～ 19:30
場 所：＋ guard（プラスガード）
会 費：６，０００円
＊豊川地区青少年委員が出席します。
＜メークアップ＞
３名
＜メ ー ク ア ッ プ＞
飯塚和夫・豊川忠紀・片野之万
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

会員

２３名

＜ゲスト・ビジター＞
１名
＜ゲスト・ビジター＞
高橋烈雄様（平塚湘南 RC）

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
１２月３１日（木） 休会（定款による）
１月 ７日（木） “ ニューイヤーコンサート ”
高橋香緒里様（ソプラノ）
（第 65 回湘南ひらつか織り姫）
会場：同例会場／時間：18:00 ～ 20:00
１４日（木） 入会記念卓話 嶋田政光会員
２１日（木） 浜銀総合研究所調査部
部長・主任研究員 北田英治様
２８日（木）「道塾慶陽館」主宰 境野勝悟様
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚北

12/29・1/5 ㈫ 休会

平塚西

12/23・30・1/6 ㈬ 休会

平塚南

12/25 ㈮ 移動例会・1/1 ㈮休会
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藤田明嗣

