
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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 

豊岡 淳様（相模原中ＲＣ 会長）  㝡住悦子様（相模原中ＲＣ 

幹事） 

木城基次様 （横浜銀行 茅ヶ崎支店長） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝  小澤耕一君 ・ 富田桂司君 （なんどき牧場セット） 

☆結婚記念祝  加藤 寛君・程島利通君・出口敬純君・横

山 貢君・西山国男君 （くまじセット）                                                    

☆出席表彰 小林 亨君(１７年) ・ 横山 貢君（５年） ３月：半

田朋子君（３年） （北村水産セット） 

◎理事会報告・会長挨拶 

◎ご挨拶 相模原中ロータリークラブ会長  豊岡 淳様 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊青少年交換学生ホストクラブオリエンテーション開催の件 

 ・５/１３（金） １７：００～１９：００ ・第一相澤ビル ６階会議室 

＊２０１６～１７年度地区役員・委員会委員（正副委員長含む） ご

就任委嘱の件 

 『地区諮問/地区指名委員会』 『地区戦略計画委員会 委員』 

『姉妹地区委員会 委員長』 『ロータリー財団委員会 副委員

長』 『Ｒ財団１００周年委員会 委員』・・・田中賢三君 

『地区監査委員会 委員』・・・杉田祐一君  『会員増強・会員

維持委員会 委員』・・・水嶋 聡君  『補助金配分委員会 委

員』・・・富田桂司君  『平和フェロー・奨学金委員会 委員』・・・

中山冨貴子君 『危機管理委員会 副委員長』 『Ｒ財団１００周

年委員会 委員』・・・成田栄二君 

＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０１５～２０１６年度 『地区大会

報告書』 

◇ロータリーの友事務所より  ２０１６～１７年度ロータリーの友 

役員委嘱 予定の件 

 

◇歌唱 「我等の生業」       ◇四つのテスト唱和［小澤雅彦会員］ 

◇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「職業奉仕フォーラム」 フォーラムリーダー：加瀬義明職業奉仕委員長 

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 4 月 14 日（木） 第２７１４回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久幹事  No. 36 

田中賢三会員  ✧ロータリーの友委員会 顧問就任 ✧一般社団

法人ロータリーの友事務所 理事就任 

◇ロータリーの友４月号  

◇タウンニュース ◇さぽせんニューズレター２０１６年Ｖｏｌ.４８ 

◎退会セレモニー 挨拶 大木 暁君 

 

結婚記念祝の加藤・程島・出口・横山の各会員 

左）皆出席表彰の横山・半田・小林の各会員 右）誕生祝の小澤耕

一会員・富田桂司会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 吉田恵子会員 

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 

４／１４ ２７１４ ４７ ４６ ３７ ３ ６ ８６．９６％  

３／３１ ２７１２ ４７ ４１＋１ ３２ １＋１ ８ ７８．５７％ ８０．９５％ 

 河本啓伸君 唯一高校の後輩であった大木さんが退会というこ

とで、淋しいですが、泣くほどではありません。4/23（土）天才

ミュージシャンのライブチケットはまだわずかながら残ってい

ますので、人助けをしたい方は是非お声掛け下さい。 

澤邑重夫君 お客様ようこそ。豊岡さん、㝡住さん、お世話にな

りました。 

中山富貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。大木さ

ん色々とありがとうございました。どうぞお元気で、ご活躍下さ

い。木城さん、ようこそ。これから宜しくお願いします。 

岩澤あゆみ君 ゲスト・ビジターの皆様、ようこそおこし下さい

ました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。加瀬さん、職

業奉仕フォーラム楽しみです。大木さ～ん、さみしいです。これ

からもたまには私とあそんで下さい。 

半田朋子君 今日は大勢のゲスト・ビジターの皆様に来ていただ

きまして、有難うございます。茅ヶ崎ＲＣを楽しんでいっていた

だきたく思います。 

［本日 30件、64,000円です］ 

 

スマイル報告 半田朋子会員 

豊岡 淳様（相模原中ＲＣ会長）・㝡住悦子様（同幹事） 相模原中

ＲＣの豊岡と㝡住です。澤邑会員とのロータリーの友情で参りま

した。よろしくお願いします。 

乃羽ひとみ様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 本日はよろしくお願いします。 

小澤耕一君 誕生祝有難うございます。 

大木 暁君 このたび綱島支店に異動となりました。茅ヶ崎ロー

タリーの皆様には大変お世話になりました。３年間本当にありが

とうございました。 

加藤 寛君 結婚記念祝ありがとう御座います。仲良くやってお

ります。 

池上 實君 相模原中ＲＣ会長・幹事おそろいで、湘南の乃羽さ

ん、ようこそ。大木会員のゲスト木城さん、即入会大歓迎です。 

程島利通君 結婚記念祝ありがとうございます。 

出口敬純君 豊岡相模原中ＲＣ会長と㝡住幹事、そして茅ヶ崎湘

南ＲＣの乃羽さん、ようこそいらっしゃいました。木城さん、こ

れからよろしくお願いします。諸事お祝いの皆様おめでとうござ

います。結婚記念祝ありがとうございます。 

田中賢三君 相模原中ＲＣ豊岡会長、㝡住幹事、ようこそいらし

ていただきました。野羽先生、湘南ＲＣへの御入会おめでとうご

ざいました。木城さん、入会をお待ちしております。大木さん、お

元気で。たいへんお世話になり有難うございました。 

小林 亨君 諸事お祝の方、おめでとうございます。私も会出席

表彰ありがとうございます。 

平井 茂君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

杉本行廣君 久しぶりに大勢のお客様をお迎えしたのに、大森会

長欠席の例会で恐縮です。28年前に会長職を経験しましたが、す

っかり忘れていますので、どうぞよろしく。大木さん、健康に留

意して赴任先でご活躍下さい。 

伊藤留治君 大木君、ご栄転おめでとうございます。ご活躍の程、

お祈り申し上げます。豊岡様・㝡住様・野羽様・木城様、ようこそ

お越し下さいました。 

吉田恵子君 長野の御柱木落を見てまいりました。すごかったで

す。本日はゲストの皆様ようこそ。諸事お祝申し上げます。 

山口利通君 本日のお客様ようこそ！野羽さん、お待ち致してお

りました。エリザベス・サンダーホームの寄附ボードに野羽さん

の名前が有り、ビックリしました。 

木村信一君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。諸事お祝いの皆様

おめでとうございます。大木さん、ありがとうございました。新

天地でもご活躍下さい。 

畠田宏冶君 大木さん、ご栄転おめでとうございます。１年でし

たが、お世話になりました。ありがとうございました。 

富田桂司君 豊岡様・㝡住様・野羽様・木城様、いらっしゃいま

せ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます！大木さん、今まで

お世話になりました。今後のご活躍を祈念しております。 

下里洋一君 休んでいる間にもう春になりました。今日も早退を

許して下さい。 

小澤雅彦君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます！先日、買

い物に行ったら、和田さんとばったりお会いしました。いろいろ

ご縁がひろがってうれしく思います。 

横山 貢君 相模原中ＲＣ豊岡会長、㝡住幹事ようこそ。楽しん

でいって下さい。本日、諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

成田栄二君 お客様ようこそ！木城さん、入会お待ちしています。 

斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

清水賢一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。たくさん

のお客様ようこそ。 

和田幸男君 横浜銀行大木支店長、お世話になりました。木城支

店長、よろしくお願いします。 

職業奉仕フォーラムは加瀬リーダーの発案で、５名程度に分かれ

て各人が自らの職業でどんな役に立てるかを話すというユニーク

なもので、活発な意見交換となりました 

左から相模原中央ＲＣ会長の豊岡淳様、退会セレモニーで挨拶す

る大木暁会員、職業奉仕フォーラムのリーダー加瀬義明会員 


