
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター紹介 

小澤喜久子様（小澤会員夫人）・高田 修様（東京世田谷ＲＣ） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝  和田幸男君 ・ 古知屋光洋君 ・ 岩澤あゆみ君・ 

大箭剛久君 ・ 小澤雅彦君  １月分：澤邑重夫君 ２月分：中

島哲男君 ・ 岩本好正君 （なんどき牧場セット） 

☆結婚記念祝  小澤耕一君♥喜久子様 ･ 澤邑重夫君 ・ 杉

田祐一君 ・ 関 伸司 （くまじセット・花束）                                                    

☆出席表彰 池上 實君（４５年） ・ 田中賢三君（２７年） ・ 半

田朋子君（３年） 岩澤あゆみ君（３年） ・ 中山冨貴子君（３

年） ・ 品田和也君（１年） （北村水産セット） 

◎理事会報告・会長挨拶 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  ＊３月度ロータリーレートの通知 １＄＝

１１６円  ＊国際大会ニュース 

◇ガバナー事務所より   

＊２０１６年 地区研修協議会開催の案内 

・４/１７(日) １２：３０点鐘 ・相模女子大学 ・登録締切：３/２４

（木） ・添付書類：２０１６年地区研修協議会 プログラム・クラブ

登録用紙 ・ ２０１６年リーダー・サブリーダー、２０１５～１６年度

地区役員・委員長 ・ ２０１６～１７年度地区役員・委員長 

来場のバス利用について ・ 会場案内図 

＊『地区便覧』作成のためのアンケートの件 

＊ガバナー月信原稿依頼の件（周年行事の紹介を掲載するに

当たり、事業終了後、写真・原稿の送付依頼） 

◇ガバナー補佐より  第９回会長幹事会 議事録 

◇台北西北区扶輪社より  台湾南部大地震寄附金 送付への

礼状 

◇綾瀬ＲＣより  鮎の稚魚放流事業位置図 並びに実行委員

会議事録 

 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」      ◇四つのテスト唱和［小山田会員］ 

◇諸事お祝  ◇会長挨拶    ◇幹事報告      ◇委員会報告 職業奉仕 他 

例会後「社会奉仕フォーラム」 フォーラムリーダー：田中賢三ガバナー 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 56代会長 大森久巳男 

第 56代幹事 横山 貢 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１５～２０１６年度 

世界へのプレゼントになろう 

2016 年 3 月 3 日（木） 第２７０９回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久幹事  No. 32 

◇茅ヶ崎市教育委員会より  鮎の稚魚放流事業 茅ヶ崎市教育

委員会名義後援使用承認書 

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより  END POLIO NOW キャンペーン共催のお

願い ・４/１６(土)・１７(日) １０：００～１７：００ ・茅ヶ崎市文化会館 

駐車場 「産業フェア」  ・「END POLIO NOW キャンペーン」のパ

ンフレットと風船の配布 および募金活動 および各ＲＣの広報 

◇第４９回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）の案内  

・４/１２（火） ９：３０集合 ・湘南ローンテニスクラブ ・参加料：ロ

ータリアン７，０００円 

◇ロータリーの友 ３月号  ◇タウンニュース 

 

左）結婚記念祝の小澤耕一会員・喜久子様ご夫妻 右）皆出席 45

年表彰でスポンサーの伊藤会員に花束を贈る池上会員 

誕生祝。左から岩澤あゆみ・小澤雅彦・澤邑・古知屋・和田・中

島・大箭・杉本剛昭の各会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 富田桂司会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

３／３ ２７０９ ４７ ４４ ３８ １ ５ ８８．６４％  

２／１８ ２７０７ ４７ ４１＋４ ３１ ９＋０ ５ ８８．８９％ ８８．８９％ 

 小林 亨君 お客様ようこそ！特に高田さん、小澤さんのおくさ

ま、ようこそいらっしゃいました。諸事お祝の方おめでとうござ

います。 

小澤雅彦君 高田様、小澤喜久子様、本日はありがとうございま

す。私は本日２回目の例会です。早く皆様の顔と名前をおぼえら

れるよう頑張ります。 

和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。 

大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。Happy Birthday to 

Me! 

伊藤留治君 高田様、小澤喜久子様ようこそお越し下さいまし

た。 

平井 茂君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。世田谷ＲＣ

の高田さん、小澤さんの奥様、ようこそ。 

中山富貴子君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。高田様、

小澤様奥様、ようこそお越し下さいました。ひなまつりの本日に

３年表彰をありがとうございました。 

吉田恵子君 3月 3日ヒナ祭りですね。先日テレビを見ていたら

金髪のおひな様が出ていて、これが売れているそうです。時代で

すかね。諸事お祝申し上げます。 

杉田祐一君 世田谷ＲＣ高田様、小澤喜久子夫人、ようこそいら

っしゃいました。結婚記念祝ありがとうございます。 

程島利通君 諸事お祝の皆様お目出度うございます。 

杉本行廣君 ひな祭りにふさわしい小澤御夫妻おめでとうござ

います。昨日藤沢ＲＣで地区大会での講師・田中（林）さんに再

会できました。 

成田栄二君 お客様ようこそ！諸事お祝の方々おめでとうござ

います。所用の為、早退します。 

下里洋一君 ３月に入りました。もう春ですね。 

出口敬純君 高田さん、小澤夫人ようこそいらっしゃいました。

諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

澤邑重夫君 諸事お祝ありがとうございます。 

杉本剛昭君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。高田様、小

澤会員御夫人喜久子様、ようこそお越し下さいました。 

木村信一君 諸事お祝のみな様おめでとうございます。 

水嶋 聡君 皆様に幸あれ！ 

西山国男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

加瀬義明君 高田様、小澤喜久子様、ようこそいらっしゃいまし

た。諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

富田桂司君 高田様、小澤夫人ようこそいらっしゃいました。諸

事お祝の方々おめでとうございます！吉田さん、ロータリーカー

ド五入かいりがとうございました。新入会の方々、清水次年度会

長、クラブ名義のカードも御入会即決ありがとうございました！ 

北村公子君 コートがいらなくなりました。春の日差しがまぶし

くあたたかです。諸事お祝の皆様おめでとうございます。高田様、

小澤様奥様、ごゆっくりお過ごし下さい。 

畠田宏冶君 今日はひなまつり。春ですね。諸事お祝の皆さま、

誠におめでとうございます。 

岩本好正君 高田様、小澤さんの奥様、ようこそお越し下さいま

した。諸事お祝の皆さまおめでとうございます。私も誕生日（２

月ですが）のお祝ありがとうございました。 

［本日 33件、72,500円です］ 

 

スマイル報告 岩本好正会員 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ）茅ヶ崎ロータリークラブの皆様、

本日は宜しくお願い致します。第 2750 地区大会には田中ガバナ

ー、成城ロータリークラブのチャリティコンサートには中山ソン

グリーダー、ようこそいらっしゃいました。お疲れ様でした。 

大森久巳男君＆横山貢君 東京世田谷ＲＣ高田修様ようこそいら

っしゃいました。諸事お祝の皆様おめでとうございます。小澤会

員夫人喜久子様ようこそ。 

池上 實君 ①出席表彰有難うございました。このすばらしいク

ラブに誘って下さったスポンサー伊藤先輩に心を込めて花束を贈

ります。ありがとう 45 年。②3 月 21 日門下生の勉強会を開催。

九州、大阪、京都、福井、東京、茅ヶ崎の 40名近い弟子たち集合。

尺八の名人、藤原道山の演奏を聞きに来て下さい。③高田様よう

こそ。ゲストの小澤喜久子夫人、結婚祝の日おめでとう。 

小澤耕一君 お招き頂いた家内ともども参上しました。59回目の

記念日となりました。 

田中賢三君 東京世田谷ＲＣ高田さん、先日の東京地区大会では

たいへんお世話になり、有難うございました。小澤御夫妻ご結婚

記念、たいへんおめでとうございます。本日のフォーラムよろし

くお願いします。 

河本啓伸君 お客様ようこそ。諸事お祝の皆様おめでとうござい

ます。本日雛祭りを祝し、4/23（土）かわもとひろのぶ第５回単

独ライブのチケットが満を持して販売開始となります。現在売る

ほど余っていますので、人助けだと思ってご購入下さいませ。 

左上）出席表彰。岩澤あ・田中・池上・中山・品田の各会員  

左下）結婚祝。澤邑会員・小澤耕会員と奥様・杉田会員 

右）社会奉仕フォーラム。田中ガバナーとMCの岩澤あ会員 

社会奉仕フォーラム発言者。左から杉本剛・吉田・富田・木村・

畠田の各会員 


