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幹 事 報 告

本日は国際ロータリー第２７８０地区第９グループ井
島誠行ガバナー補佐・国際ロータリー第２７８０地区第
９グループ澤田君雄ガバナー補佐エレクトお忙しい中
お越し下さいまして誠に有難う御座います。
井島ガバナー補佐に於かれましては、私が会長エレクト
の時からご指導頂き、おかげさまでこれまで無事に会長
を務める事が出来ました。本当に有難う御座いました。
米山奨学生のヤオ・ジャーヨン様ようこそいらっしゃい
ました。後程、自己紹介、宜しく、お願い致します。先
週の金曜日例会の後、現・次合同 R 財団資金推進委員会
が第一相澤ビル 5 階「会議室」で有りましたので、少し
早めに行き、事務局の宇多川さんに青少年交換学生受入
れの件についての説明を聞いて来ました。また、幹事報
告で話があると思いますが、【青少年交換】オリエンテ
ーションの案内がホストクラブ（受入クラブ）現次 会
長・幹事・来日学生のカウンセラー宛に案内が来ていま
す。日時は２０１４年６月７日（土）16:00~18:00 で場
所は相澤ビル６階、会議室です。交換学生は８月中頃来
日する予定だそうです。
また、湯河原ライオンズクラブのＣＮ５０周年記念式典
が、５月１０日（土曜日）１５：００より根府川のヒル
トン小田原リゾート＆スパで開催されました。ロータリ
ーから会長の私と幹事代理の望月会員で来賓として出
席して参りました。湯河原温泉観光協会会長の高知尾さ
んと湯河原町商工会会長の石倉さんが来賓として招待
され、来賓４名がロータリアンでしたので、非常に心強
かったです。ＣＮ５０周年記念事業の報告があり湯河原
町、真鶴町の小学校や施設等に多くの備品やお金を寄付
していました。又、薬物乱用防止活動にもかなり活躍さ
れているようでした。

ガバナーより
1．次年度ホストクラブ･受入高校のためのオリエン
テーションの開催について
日時：６月７日(土)１６時～１８時
場所：相澤ビル６階会議室
対象者：次年度会長･青少年交換関係の委員
回答期限：５月２２日(木)
2．次年度地区会員増強･維持ｾﾐﾅｰ開催のご案内
日時：６月１８日(水)１５時～１７時３０分
場所：ｱｲｸﾛｽ湘南７階研修室
対象者：次年度会長･幹事･会員増強委員長
ﾛｰﾀﾘｰ研修委員長
回答期限：６月６日(金)
3．ガバナー事務所臨時休業のお知らせ
６月２日(月)～６月６日(金)はガバナー事務所は
臨時休業致します。
連絡事項
なし

出
席
報
告

ゲスト 1 名 ビジター 2 名
欠席 2(免除者 0 名)

会員 24 名

出席率 91.67％

前回の修正出席率 100.00％ 前々回の修正出席率 86.36％
事前メークアップ 1 名

お客様

ガバナー補佐 井島誠行様
ガバナー補佐エレクト 澤田君雄様
米山奨学生 姚 家詠（ﾔｵ ｼﾞｬｰﾖﾝ）様
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スマイルＢＯＸ
会員誕生日
高杉尚男君(5/19)
婦人誕生日
室伏 学君(ゆかり様・5/6)
入会記念日
石川雅雄君(44 年･S45.5.8)
ガバナー補佐 井島誠行様
１年間大変にお世話になりました。お陰様でどうにか役を
務めることが出来ました。心から感謝申し上げます。
ガバナー補佐エレクト 澤田君雄様
本日は宜しくお願い致します。昨年は米山でお伺い致しま
したが、次年度に向けてよろしくお願い申し上げます。
常盤章夫君
米山奨学生 姚 家詠（ﾔｵ ｼﾞｬｰﾖﾝ）さん
初めての出席です。宜しくお願い致します。
石倉幸久君
商工会青年部総会無事終了しました。
チャリティーゴルフ大会協賛ありがとうございます。
深澤昌光君
５月２０日のコスモスの種まきご協力あり
がとうございました。
渡辺久恭君
先日、５月１０日（土）湯河原ライオンズ
クラブの５０周年記念式典に出席してまいりました。
望月博文君 ＪＡ農協ゴルフ大会でベストグロス賞・
第３位入賞致しました。
高杉尚男君
５月１３日の総会にて、宅地建物取扱協会
小田原支部（２市８町）の支部長に選任されました。
佐藤泰文君
ネームプレートを置き忘れました。

挨

【澤田ガバナー補佐エレクトの挨拶】
ここ４年くらい米山奨学会でお世話になり、今年は台湾
のヤオ・ジャーヨン（姚 家詠）さんをお招きしたので、
１年間可愛がってください。
このたび、ガバナー補佐の大役を仰せつかりました。し
かも、私がいない間に決まり、突然ガバナーから連絡が
きました。しかし、受けた以上、次年度からは私なりに
やらせていただこうと思っています。湯河原の先輩方に
教わりながら一生懸命努めたいと思います。
【常盤会員の挨拶】
米山奨学生のヤオ・ジャーヨンさんを紹介します。非常
に美人で活発なお嬢さんなので、お世話役が１年間楽し
みです。うちのクラブは遠慮がいらないクラブです。み
なさんよろしくお願いします。
【ヤオ・ジャーヨン米山奨学生の挨拶】
神奈川大学大学院で国際経営を勉強していて、来年卒業
予定です。将来は、台湾と日本の架け橋になりたいので
頑張っています。チャレンジが好きなので色々なことを
頑張っていきたいです。

卓

拶

話

望月博文君

湯河原町では、東日本大震災の津波による被害を教訓
に、安全・安心な町つくりの推進を図る為。町では町

【井島ガバナー補佐の挨拶】
補佐となって早くも一年間が経過しました、ありがとう
ございました。湯河原クラブに相澤ガバナーが訪問した
後、帰りの車の中で次の三つ事に非常に感心していまし
た。
①食事中私語が一つもなく、行儀が良かったこと。
②ニコニコ（スマイル）の集め方が高知尾先輩の元、皆
さんが楽しそうに払っていたこと。これは他のクラブで
は見られません。
③昼間の訪問だったのに芸者さんを入れてくれ、非常に
歓待されたこと。特にこのことは後々も随所で話してい
ました。
私は、自クラブの会長中にガバナー補佐が決まり、この
２年間は非常に忙しかったので、来月が終わるとゆっく
りとしたペースに戻ります。
湯河原クラブは、ガバナー訪問が最初だったので思い出
があり、１年間何とか務め上げることができました。渡
邉会長が先程話していましたが、あと１か月あるものの
私も終わったつもりです。
また、昨年度こちらの会場で開催されたＩＭを見なが
ら、今年度のＩＭの事を考えていて、見終わった後にす
ぐに手配しました。
ガバナー補佐が無事にできたのは、渡邉会長が私のこと
を頼ってくれたおかげです。
次の方にバトンタッチします。次年度は箱根ロータリー
クラブの澤田さんです。地区委員の経験もあり、知識も
あり、私などは足元に及ばない方ですので、次年度は今
年以上に楽しみです。

民の皆様の自宅の海抜の確認と、津波から避難する高
台の目安などに役立てていただく為、湯河原海抜ﾏｯ
ﾌﾟ・津波ﾋﾞﾙを作成しました。海抜表示は 10 ﾒｰﾄﾙ・15
ﾒ-ﾄﾙ・20 ﾒ-ﾄﾙ等高線を色分け表示してます。

建物ﾋﾞﾙ名称

建物所在地

避難場所
共有通路及び外

①

湯河原ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ

中央 1-1627-15
部非常階段

②

文化福祉会館

吉浜 999-2

屋上

③

ﾍﾙｼ-ﾌﾟﾗｻﾞ

吉浜 860

屋上

④

内田ﾋﾞﾙ

中央 2-10-2

屋上

⑤

ﾒｿﾞﾝﾄﾞ和幸

中央 2-10-3

屋上

⑥

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ内藤

中央 2-14-7

4 階踊り場

⑦

ﾒｿﾞﾝﾄﾞ千夢

中央 1-20-5

屋上

⑧

小川ﾋﾞﾙ

中央 1-1632-14

屋上階段

⑨

湯河原胃腸病院若葉寮

土肥 4-4-8

屋上階段

⑩

ﾊﾟﾚｽ湘南

門川 82-1

屋上

⑪

ｼ-ｻｲﾄﾞｽｸｩｴｱ

福浦 12-4

屋上
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