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
Hiratsuka R.C. Weekly
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
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2018 年 12月 6 日
6日

第 3183 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3183 号

会員数 59 名

対象者 56 名 出席者 40(40) 名

出席率 71.43 %

前々回 11 月 15 日 会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 42(40) 名

出席率 73.68 %

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

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）

1名

計

43

修正率

日 12 月

幹事：木村 義広

名

75.44 %

年次総会が開催されました
■理事
会 長
会長エレクト
副会長
奉仕プロジェクト委員長
（職業奉仕委員長兼務）
公共イメージ委員長
財団委員長
長期計画委員長
直前会長
幹
事
会
計

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、木村
幹事より、本日の総会では、会員 59 名中 40 名 68％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、クラブ細則第４条
第１節の規定により杉山会
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、
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 18 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指名され理事役員案を 11 月 1 日開
催の理事会において承認されましたとの報告がなされま
した。理事会において承認されました次年度理事、役員
案を会員に諮ったところ、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。

■役員
会
長
会長エレクト
副会長
奉仕プロジェクト委員長
（職業奉仕委員長兼務）
公共イメージ委員長
財団委員長
長期計画委員長
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会場監督
■副役員
副幹事
副会計

清水 裕（しみず ゆたか）
鳥山優子（とりやま ゆうこ）
柏手 茂（かしわで しげる）
清水雅広（しみず まさひろ）
高橋賢二（たかはし けんじ）
白石慎太郎（しらいし しんたろう）
升水一義（ますみず かずよし）
杉山昌行（すぎやま まさゆき）
森 誠司（もり せいじ）
梅干野修司（ほやの しゅうじ）
清水 裕（しみず ゆたか）
鳥山優子（とりやま ゆうこ）
柏手 茂（かしわで しげる）
清水雅広（しみず まさひろ）
高橋賢二（たかはし けんじ）
白石慎太郎（しらいし しんたろう）
升水一義（ますみず かずよし）
森 誠司（もり せいじ）
梅干野修司（ほやの しゅうじ）
成瀬正夫（なるせ まさお）
江藤博一（えとう ひろいち）
青山紀美代（あおやま きみよ）

次年度、理事・役員の皆さま
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インターアクト年次大会
開催日：11 月 23 日（金）場所：平塚学園

11 月 23 日 ( 金 ) 祝日にも拘わらず、多くの会員のご協
力があり、平塚学園でのインターアクト年次大会を無事に
開催することができました。寒い中、学校までの誘導をし
て頂き、記念撮影には入らなかった会員の方々にも感謝し
たします。

幹事報告
◎長期計画委員会の升水委員長が本日欠席ですので、代わ
ってアンケート調査についてのお願いがあります。
まだ若干名回答を頂いていない会員がありますので、未提
出の方は至急ご返信お願いいたします。
また、本日の18:30より第3回長期計画委員会を商工会議所
第４会議室にて開催致しますので、委員会メンバーの方は
お集まりください。
◎第7回インターアクト委員会が開催されます。
日時：2018年12月8日(土) 13:00より
場所：アイクロス湘南6階
秋山インターアクト委員長が出席されます。
◎平塚市児童生徒創意くふう展の協賛金として、¥4,000を寄
付いたしました。
◎次週は上期情報集会報告会です。
グループでのご意見をグループ幹事または代理の会員よ
り発表をお願いいたします。

無事、大会終了後の記念撮影

委員会報告
・親睦委員会 今村佳広委員長
クリスマス例会について
メークアップ（MUP)

1名

江藤博一会員
本日のスマイル

6名

ゲスト

0名

ビジター

0名

インターアクト年次大会で
ご挨拶される脇ガバナー

卓話・行事予定
12月13日
（木）
12月20日
（木）
12月27日
（木）
平塚学園生徒によるチアダンス
クラブ会報委員会

上期情報集会報告会
クリスマス家族例会
休会
現在ございません

市内例会変更
◎ 青山 紀美代

○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

