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＊＊＊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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱「君が代」 「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和［品田和也会員］⇒ 

◇入会セレモニー 新会員：木村邦佑君・安武 勝君    

◇諸事お祝い  ◇会長挨拶  ◇幹事報告  ◇委員会報告 会員増強 他    
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第 57 代会長 清水 賢一 

第 57 代幹事 大箭 剛久 
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2016 年 9 月 1 日（木） 第２７３０回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 7 

 

＝本日の例会行事＝ 

年  月 日創立 

地区 

２０１６～２０１７年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

富田エミ様（富田会員ご夫人）薗信雄様（銀座ＲＣ） 

◎入会セレモニー 

新会員 木村邦佑君（紹介者：横山 貢君）安武 勝君 （紹介

者：清水賢一君） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝  池上 實君  山口利通君  河本啓伸君  横山 貢

君  水嶋 聡君  岩澤淑江君                     

☆結婚記念祝 富田桂司君♥エミ様 木村信一君 岩澤淑江君 

☆出席表彰  伊藤留治君（５４年） 富田桂司君（２年） ７月分…

澤邑重夫君（９年） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊地区大会：財団１００周年記念「ロータリーの夢を次世代へ！」

の件  ・１０/１６（日） ９：３０～１１：３０ ・秦野市文化会館『小ホ

ール』 ・出席対象者：会長・幹事・クラブのリーダー・新会員 

◇米山梅吉記念館より   

＊館報 ２０１６秋 Vol.２８  ＊賛助会入会の依頼  

＊秋季例祭について ・９/２４(土) １４：００～ ・米山梅吉記念館

ホール 

◇前年度ＩＭホストクラブ（綾瀬春日ＲＣ）より  ＩＭ収支報告書 

◇藤沢北西ＲＣより  ４０周年記念誌  

 

入会セレモニーの安

武勝会員（左）と木村

邦佑会員 

＝９月度定例理事会議事録＝ 

①台北西北 RC 記念式典訪問（9/29･30）について 

台北西北クラブへのお祝い金およびお土産代として会から 5万

円、参加者から 1 万円ずつを集めることが承認された。また、

玉蘭荘への寄付金として、下位から 3 万円を拠出することが承

認された。 

②小山田安利会員 退会について 

小山田会員より、7 月より仕事が忙しくなったため、例会を含

めロータリー行事への参加が難しくなり、退会したいとの申し

出があり、承認された。 

③地区大会について 

10 月 16 日（日）の本大会にマイクロバスの用意をなんどき牧

場の横山貢理事に依頼。10:45 茅ヶ崎駅北口発、11:00 なんどき

牧場発を予定。合わせて車内で取る昼食の用意も依頼した。 

④その他 

a) IM について 

IM 実行委員長の出口理事より、ガバナー補佐との打合せにつ

いての中間報告があった。また、前年度 IM の収支報告書が綾

瀬春日 RC より届き、余った返金額をスマイル会計に計上する

ことが承認された。 

b) 杉本行廣会員の出席免除について 

杉本行廣会員より、出席免除規定の適用についての申し出があ

り、承認された。 

c) クラブ細則の変更について 

規定審議会の決議事項の結論を待つ必要があるが、名誉会員規

定等も含めたクラブ細 

則の見直しを 12 月の 

総会までに検討する特 

別委員会を設けること 

が承認された。 

 

誕生祝の岩澤（淑）・池上・河本・

横山（貢）・水嶋の各会員 
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◎出席報告 木城基次会員 

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 

９／１ ２７３０ ５０ ４６ ４１ １ ４ ９１．３０％  

８／４ ２７２８ ５０ ４３＋４ ３５ ４＋０ ８ ８２．９８％ ８２．９８％ 

 

左）結婚記念祝の富田桂司会員とエミ様御夫妻 中）結婚記念祝の岩澤（淑）・木村（信）

会員 右）出席表彰の伊藤（54年）・澤邑（9年）・富田（2年）の各会員 

スマイル報告 加瀬義明会員 

清水賢一君＆大箭剛久君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま

す。富田会員令夫人ようこそ。新会員の木村邦佑さん、安武勝さ

ん、これからよろしくお願いします。今日から９月、まだまだ暑

い日が続きますが、元気に例会で顔を合わせましょう。 

安武 勝君 今日からよろしくお願いします。 

木村邦佑君 本日はありがとうございます。今後、宜しくお願い

致します。 

池上 實君 若い若いと思っていたのに何時の間にか 80 歳にな

りました。残る年月よろしくお願い申し上げます。 

富田桂司君 新入会木村さん・安武さん、おめでとうございます。

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。本日は妻同伴にて結婚

祝をして頂き、誠に有難うございます。皆出席も表彰して頂ける

９月最初の例会が大好きです。夫婦共々どうぞ宜しくお願い致し

ます！ 

伊藤留治君 新会員木村君、安武君ご入会おめでとうございます。

薗様ようこそお越し下さいました。諸事お祝いの皆様おめでとう

ございます。 

加藤 寛君 本日は防災の日です。生きとし生けるものの幸福を。

縄文時代に学びましょう。世界に冠たる平和な時代でした。 

田中賢三君 木村さん・安武さん御入会おめでとうございます。

エンジョイロータリー。本日防災の日。災害は忘れなくてもやっ

てくる。富田御夫妻、結婚記念祝おめでとうございます。東京銀

座ＲＣ薗さん、ようこそいらっしゃいました。 

平井 茂君 木村さん・安武さん入会おめでとうございます。諸

事お祝いの皆様おめでとうございます。54 年皆出席の伊藤さん、

今更ながら頭が下がります。 

小澤耕一君 新会員木村君、安武君ようこそ！諸事お祝いの皆さ

まおめでとうございます。 

大森久巳男君 新会員木村邦佑君、安武勝君、入会は先月でした

が出席の都合でセレモニーが遅れました。末永く宜しくお願いし

ます。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

吉田恵子君 オリンピックが終わりましたね。たくさんの感動を

頂きました。９月に入ったということにびっくりしています。 

下里洋一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。富田君の

奥様ようこそ。 

小林 亨君 諸事お祝いの方おめでとうございます。新入会の木

村様、安武様よろしくお願いします。 

品田和也君 富田エミ様、ようこそいらっしゃいませ。新会員の

皆様おめでとうございます。 

西山国男君 富田さん奥様いらっしゃいませ。新会員木村さん・

安武さん、ご入会おめでとうございます。諸事お祝いの皆様おめ

でとうございます。 

成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。木村様、

安武様入会おめでとうございます。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

和田幸男君 木村さん・安武さん、入会おめでとうございます。

諸事お祝いの皆さんもおめでとうございます。 

出口敬純君 木村邦佑さん、安武勝さん入会おめでとうございま

す。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。富田夫人ようこそ。 

横山宏実君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

橋本祐一君 木村さん・安武さん入会おめでとうございます。茅

ヶ崎ＲＣにようこそ。池上さん・山口さん・河本さん・横山さん・

水嶋さん・岩澤さん、お誕生日おめでとうございます。 

岩澤淑江君 諸事お祝いの方おめでとうございます。富田エミ様

ようこそ。私も今日はお祝いして頂けてうれしいです！一年の速

いこと。 

北村公子君 台風も一段落のようです。我が家の船は 8 月 19 日

以降出漁していません。今日は久しぶりの出漁です。ゲスト富田

エミ様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

木村信一君 富田エミ様いらっしゃいませ。木村様、安武様よろ

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。 

河本啓伸君 富田エミさん、薗さんようこそ！天才ミュージシャ

ンの 11/13 ライブチケットが絶賛在庫中です。助けると思ってお

買い上げください。 

大竹孝一君 富田夫人いらっしゃいませ。諸事お祝いの皆様おめ

でとうございます。 

橋本正一君 木村さん・安武さん、入会おめでとうございます。

ゲストの皆さん、諸事お祝いの皆さんおめでとうございます。 

横山 貢君 員会員木村さん・安武さん、入会おめでとうござい

ます。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

中山冨貴子君 朝夕さわやかな風が吹きはじめました。諸事お祝

いの皆様おめでとうございます。 

小澤雅彦君 富田会員奥さま、ゲストの方、新会員の木村様、安

武様ようこそ！諸事お祝いの皆様おめでとうございます。今日か

ら９月ということで気分をかえてジャケットを着てまいりました

が、まだまだ暑いですね。皆様ご自愛くださいませ。 

澤邑重夫君 富田さん、いらっしゃいませ。新会員のみなさん、

よろしくお願いいたします。 

半田朋子君 皆様こんにちは。諸事お祝いの皆様おめでとうござ

います。９月に入り、活動しやすい時期になりました。健康に気

をつけてがんばりましょう。 

程島利通君 理事会欠席申し訳ございません。 

加瀬義明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。木村さん・

安武さん、ご入会おめでとうございます。薗様ようこそ。 

［本日 36 件、70,000 円です］ 


