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まにも入場券の購入や会場のお手伝いをしていただき誠
にありがとうございました。５月２日には、ラ・カメラー
タの代表の人たちと同行して、橋本さん、大保木さんとと
もに市役所に行って来ました。

＜本日のゲスト＞
平塚湘南ロータリークラブ
＜会長の時間＞

会長

杉崎
清水

一雄

様

幸平

当日の募金と合わせ１，２３９，８１５円を高山市を通し
て被災地へ送っていただく様に、義援金としてお渡しして
きました。

本日は、平塚湘南 RC の杉崎さんに来ていただきました。
５月１４日の 20 周年記念例会には、地区の行事があり、
杉崎さんには参加いただけないそうです。杉崎さんは、平
塚湘南 RC と高山中央 RC の友好クラブ締結に当たってはそ
の中心となって力を注いでいただきました。記念例会に出
席していただけないのは非常に残念でございます。
杉崎さんには相互交流の際にも本当に親身になってお世
話をいただいています。特に観光のグループでは、事前の
準備をしていただき、当日は丁寧な説明にて、毎回楽しい
旅行となり心から感謝しております。
また今年は、２０周年記念行事として中学校駅伝が両クラ
ブの初の共同事業としてできました。これも杉崎さんのご
尽力によるところが大であります。両クラブの友好のみな
らず平塚市と高山市の絆を深めることができたと思って
います。
本日の例会は次年度委員会の時間でもあります。杉崎さん
には CLP についてもお話していただきたいと思っていま
す。

＜幹事報告＞

幹事

大保木 正博

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・東日本大震災地区に対する義援金の
集計と今後の方針について
○いわき平ロータリークラブより
・風評被害に対する適切なる行動のお願い
○高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ

４月２９日にラ・カメラータの東日本大災害救援コンサー

5 月 20 日(金)→20 日(土)新緑例会 国府桜野公園

トが芸術堂で開催されました。当日は予想以上の盛況なコ

6 月 24 日(金)休会 定款により

ンサートになりました。私も何回か演奏会のお手伝いをさ
せていただきましたが、全館満席というのはめったにない
ことだと思います。会場の聴衆も演奏者と心が一つとなり、
とても素晴らしい演奏会となりました。砂田さんの詩の朗
読や、副市長のあいさつ。またボランティアのお話等があ
り、とても充実した演奏会だったと思います。会員の皆さ

＜飛騨慈光会後援会より＞
・飛騨慈光会後援会第６回総会のご案内
日時：5 月 14 日（土）15：00～
会場：飛騨慈光会 山ゆり福祉会館
＜斐太バス株式会社より＞
・山本規雄社長退任挨拶と
早川宏治社長就任の挨拶状
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＜本日のプログラム＞
「ＣＬＰについて」
講師 平塚湘南ＲＣ

「次年度計画について」
次期幹事
杉崎

一雄

様

平塚湘南ＲＣ２０周年記念例会への当クラブからの多数
のメンバーの参加に対する御礼と、高山中央ＲＣと平塚湘

新宮

一郎

新宮次年度幹事から説明の後、委員会ごとにわかれて各委
員会の次年度の事業計画について検討をしました。
次年度に向けて白熱した議論が交わされました。

南ＲＣの両クラブ初の共同事業として、高山市と平塚市の
市民交流の一環として中学校駅伝への参加を記念事業と
して行い、互いに絆を深めることができたことへの謝意、
そして、今週末の当クラブ２０周年記念例会へのご招待へ
の御礼と、ご本人は東日本大震災後の計画停電によって地
区事業のスケジュールが大幅に変更になり、当日は新米山
奨学生のオリエンテーションと重なったため不参加にな
るお詫びがありました。
その後、資料に基づいて「ＣＬＰ（クラブ リーダーシッ
プ プラン）
」についてご説明いただきました。
「入りて学
び、出でて奉仕せよ」の言葉通り、ロータリアンはクラブ・
例会において奉仕理念を研鑽し、社会にて奉仕活動の実践
を行うべきであり、研鑽の場を整えるためには、クラブの
強化を図る必要があり、そのための効果的な管理の枞組み
を提供するために、ＣＬＰは大変重要だと説かれました。

＜５月のお祝い＞
✿会員誕生日✿
新宮 一郎
島
良明
道下 利一

Ｓ２９年 ５月 ６日
Ｓ２４年 ５月２６日
Ｓ４１年 ５月２８日

✿夫人誕生日✿
永田 富次

紀子

５月 １日

谷腰 康夫

明美

５月２６日

堀口 裕之

潤子

５月３０日

✿結婚記念日✿
岩垣津 亘

Ｓ５３年 ５月 ８日

谷腰 康夫

Ｓ５０年 ５月１８日

中田専太郎

Ｓ５８年 ５月２１日

松之木映一

Ｓ５４年 ５月２６日

＜ニコニコＢＯＸ＞
平塚湘南ロータリークラブの 20 周年では、大変お世話に
なりました。これからも引き続き友好をあらためて行きま
しょう。
平塚湘南ＲＣ 杉崎 一雄 様
平塚湘南ＲＣ 杉崎様のご来訪を心から歓迎申し上げま
す。事ある毎にご指導を頂き深く感謝しております。本日
は、ＣＬＰについてご指導を宜しくお願いします。
理事役員一同
杉崎様のご来訪を心より歓迎申し上げます。杉崎様には、
両クラブの友好に大きなお力を頂き感謝しております。本
日は有意義なお話を楽しみにしています。
清水 幸平
平塚湘南ＲＣ杉崎さん ようこそおいで頂きました。
三枝 祥一
平林 英一
岩垣津 亘

５月３・４・５日と桜山八幡宮３０年に一度の式年大祭が
行われ、無事終了しました。大祭に参加された皆様、大変
ご苦労様でした。また、本日は平塚湘南ＲＣの杉崎様、よ
うこそ！！大歓迎です。東京観光では色々とお世話になり
ありがとうございました。
松之木 映一
先日、チャリティーコンサートは無事終えました。予想外
の効果を上げる事が出来ました。皆様方のご協力に感謝申
し上げます。
橋本 修
5月1日

家内にお花をありがとうございました。
永田 富次

