2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
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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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会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 45(42) 名

出席率 73.77 %

前々回 11 月 16 日 会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 52(49) 名

出席率 85.25 %

本

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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修正率

日 12 月

幹事：三荒弘道

88.52 %

年次総会が開催されました

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」との定めの通り
本例会にて、平塚ロータリークラブ年次総会が開催されま
した。

総会成立には、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」となっており、幹
事より、本日の総会では、会員 61 名中 45 名の出席があり、
定足数を満たしており、クラブ年次総会が成立している事
の報告がありました。
続いて、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
議長に選出されました。
議長より、平塚ロータリー
クラブ細則第３条「理事及
び役員の選挙」の規定に基
づき、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との説明があり、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 9 日に指名委員会を開催した旨の報告が
ありました。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と報告があり、審議の上、
特にご異議がなく、拍手をもって賛成多数により原案ど
おり承認されました。
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杉山昌行（すぎやま まさゆき）
清水 裕（しみず ゆたか）
鳥山優子（とりやま ゆうこ）
高橋賢二（たかはし けんじ）
柳川正人（やながわ まさと）
升水一義（ますみず かずよし）
白石慎太郎（しらいし しんたろう）
片野之万（かたの ゆきかず）
木村義広（きむら よしひろ）
梅干野修司（ほやの しゅうじ）
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森 誠司（もり せいじ）
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牧野國雄（まきの くにお）

次年度、理事・役員の皆さま
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訪台報告
姉妹クラブ委員会

委員長

前田孝平

今年も姉妹提携をさせていただいている台湾の台南
東ロータリークラブの 5 1 周年式典へ参加させていた
だきました。平塚ロータリークラブからは片野会長、
三荒幹事、木村副幹事、清水（豊）会員、江藤会員、
米山会員、瀬尾会員、元吉会員と私、前田にて総勢 9 名
にて参加して参りました。
当日は 12 月 1 日 1 8 : 0 0 からの開催の為、当日羽田空
港を 9 : 2 0 発の飛行機に搭乗し、現地へ 1 2 : 3 0 に到
着そのまま台北駅へ行き 14 : 21 発の新幹線にて台南
へ向いました。台南には 1 6 : 0 7 着し改札を降ります
とすでに台南東ロータリークラブの皆様が横断幕にて
大変盛大にお迎えをして頂き大型バスにてホテルの会
場へむかいました。式典は予定通りに開催をされ台南
の各ロータリークラブの会員や姉妹提携を結んでいる
平塚ロータリークラブは勿論のことシンガポールロー
タリークラブの員なども参加し ていました。私個人的
に驚いたことはシンガポールの
ロータリークラブの会長がまだ
入会 2 年目で会長に就任された
という事でした。台南東ロータ
リークラブの会長の挨拶から始
まり各台南ロータリークラブの
会長や当クラブの片野会長も中
国語の挨拶から始まり現地の方々
に大変喜んでいただきました。
当日は台南東ロータリークラブの方々は翌日から旅行
へ行かれるとの事で式典は無事に 終了いたしました。
今回は参加した会員の半分が入会 5 年未満の方々で改
めてロータリークラブの世界での友情を再認識できる
場になりまた活動理念の理解の一助になったと確信し
ました。

幹事報告
◎上期情報集会が全てのグループが開催されました。
次週の例会で、
報告会を開催いたしますのでグループ幹事
の方はまとめをお願いいたします。
◎2月7日に第7回インター・ローターアクト委員会/地区IAC
アクターズミーティングが開催されます。
森誠司委員長が出席されます。
委員会報告
◎姉妹クラブ委員会 委員長 前田孝平
左記記載
◎親睦委員会 副委員長 元吉裕員
12月21日
（木）
クリスマス家族会のお知らせ。
◎会員研修委員会 委員長 関口幸恵
本日の18:30より、
この例会場にて
「第一回新会員研修セ
ミナー」を開催いたします。
ご出席の方はよろしくお願いいたします。
◎雑誌委員会 委員長 西村裕子
ロータリーの友2017年第65巻第12号
（縦書きＰ73〜Ｐ69）
「人はがんとどう向き合うのか？ （公財）日本がん協会
会長 垣添 忠生さん」の記事紹介
メークアップ（MUP)
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杉山昌行、鳥海衡一会員

台南東 RC

本日のスマイル

17名

ゲスト
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鄭 當興会長

卓話・行事予定
12月14日
（木）
12月21日
（木）
12月28日
（木）
1月04日
（木）
1月11日
（木）

上期情報集会報告会、IMキャラバン訪問
夜間例会 クリスマス家族例会
休会
休会
夜間例会・ニューイヤーコンサート
現在ございません

市内例会変更
クラブ会報委員会

◎ 馬上 晋

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

