
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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 
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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［小澤雅彦会員］⇒ 

◇表彰 ポール・ハリス・フェロー［古知屋光洋会員］  ◇諸事お祝い     

◇会長挨拶    ◇幹事報告   ◇委員会報告 カウンセラー 他    
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第 57代会長 清水 賢一 

第 57代幹事 大箭 剛久 

1960   8  10 

2016 年 11 月 10 日（木） 第２７３７回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 14 

 

＝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 

池上敏子様（池上 實会員ご夫人） 清水恵様（清水賢一会員ご

夫人） 木城マリ様（木城基次会員ご夫人） 

◎表彰 ☆ポール・ハリス・フェロー 古知屋光洋君 （表彰状・Ｐ

ＨＦピン 授与） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝  伊藤留治君・下里洋一君・杉田祐一君・品田和也君                     

☆結婚記念祝 池上 實君♥敏子様 ・ 清水賢一君♥恵様 ・ 木

城基次君♥マリ様 岩澤あゆみ君 ・ 品田和也君 ・ 畠田宏治君   

☆皆出席表彰  程島利通君（２６年） ・ 北村公子君（２年） 

○中山会員ご夫君ご命日 １１月２日（花籠） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより ＊ ニュースレター「寄付推進＆補助金ニ

ュース」：財団月間によせて 

＊２０１６年規定審議会の最新情報 （日本語版「手続要覧」の発

行は年明け前後を予定） 

◇ガバナー事務所より 

＊クラブ役員キット 「クラブ会長要覧」「クラブ幹事要覧」「クラブ

会計要覧」「クラブ管理運営委員会の手引き」 

 「クラブ広報委員会の手引き」「クラブ奉仕プロジェクト委員会の

手引き」「クラブロータリー財団委員会の手引き」 

 （地区研修・協議会にはそれぞれの委員会で持参） 

＊「秋のかながわ献血キャンペーン」ポスター 

＊ロータリー財団１００周年記念シンポジウム 公共イメージ向上協

力金のお願い 

◇ガバナー補佐より  ＊第５回会長・幹事会開催通知  ・１１/１

７（木） １８：３０～ ・「灯」～ＡＫＡＲＩ～ 

＊「新会員の集い」参加者名簿 

◇寒川ＲＣより  第４Ｇ合同公共イメージ向上事業「ポリオキャン

ペーン」参加者登録について 

◇青少年交換学生関係  青少年交換学生１０月度報告書（ホス

トファミリー・エベリアさん） 

◇台北西北區ＲＣパスト会長 Kiyo様より台日文化経済協会通訊 

◇ロータリーの友事務所より 「ロータリーの友」１１月号   

◇タウンニュース 

左）ポール・ハリス・フェロー表彰の古知屋会員 右）結婚記念

祝の古知屋・畠田・品田の各会員 

左）出席表彰の北村会員と

程島会員 右）委員会報告

の半田会員（カウンセラー）

と吉田会員（社会奉仕） 

左）誕生祝の杉田・

伊藤・下里・品田の

各会員 上）委員会

報告の出口会員（ゴ

ルフ同好会） 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 畠田宏冶会員 

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 

１１／１０ ２７３７ ５０ ４６ ３９ ０ ７ ８４．７８％  

１０／２０ ２７３５ ５０ ４２＋３ ３４ ５＋０ ６ ８６．６７％ ８６．６７％ 

 

左から結婚記念祝の池上・清水・木城

会員御夫妻、ご夫君命日の中山会員 

スマイル報告 加瀬義明会員 

清水賢一君 諸事お祝いの皆様おめでとう。私も初めて妻をつれ

てきました。よろしくお願いします。 

大箭剛久君 ゲストの皆様ようこそいらっしゃいました。先週の

金・土・日と科学の祭典「サイエンスアゴラ」で電子工作教室を

開きました。多くの小中学生に楽しんでもらいました。 

中澤常子さん［事務局］ 父の葬儀に際しましてはクラブよりご

芳志を賜り、誠にありがとうございました。幸いにも愛する家族

全員に見守られながら旅立って行きました。 

池上敏子様 本日はお招き頂きまして有難うございます。仲良く

52 年目を迎えられたのも、すべて私の献身的な支えでございま

す。今日はロータリーの皆さまにお礼を云いたくて。ソロプチミ

ストのチャリティーコンサートのお申込み心から感謝しておりま

す。ただチケットはいつでも持ち歩いている状態です。どうぞお

気軽にお声掛け下さい。待ってます！ 

池上 實君 本日は家内をお招き頂き有難うございます。私共夫

婦は今月末日をもって結婚 52年になります。お互い浮気もせず、

今も仲良しです。これからもよろしくお願いします。 

伊藤留治君 奥様方ようこそお越しくださいました。歓迎いたし

ます。誕生祝ありがとうございます。 

下里洋一君 今月で 73 才になります。運転免許証もいよいよ高

齢者免許になります。ヤダナー 

杉田祐一君 誕生祝ありがとうございます！諸事お祝いの皆様、

おめでとうございます！池上敏子ご夫人、清水恵ご夫人、木城マ

リご夫人ようこそいらっしゃいました。 

加藤 寛様 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

吉田恵子君 11 月になりました。建物が 11 月末に完成いたしま

す。12月中頃オープンの御案内を出させて頂きますので、よろし

くお願いいたします。 

畠田宏冶君 本日は結婚記念祝をいただきまして誠にありがとう

ございます。近頃は江の島での天才のライブが楽しみでゆっくり

ねむれません。 

中山冨貴子君 先日、七回忌をすませました。主人の為にお花を

ありがとうございました。お寒さ厳しくなってまいりました。皆

様ご自愛下さいませ。 

北村公子君 急に寒くなりました。諸事お祝いの皆様、おめでと

うございます。池上敏子様、清水恵様、木城マリ様よくおいでく

ださいました。ごゆっくりお過ごし下さい。私も早いもので入会

して２年たちました。充実したロータリー活動でした。これから

もよろしくお願い致します。 

田中賢三君 清水会長御夫妻、池上会員御夫妻、木城会員御夫妻、

結婚記念祝たいへんおめでとうございます。諸事お祝いの方々、

おめでとうございます。 

程島利通君 出席表彰有難うございます。 

橋本正一君 ゲストの皆さんこんにちは。諸事お祝いの皆様、お

めでとうございます。 

杉本行廣君 結婚記念祝でご来会の御夫人方、おめでとうござい

ます。諸事お祝いの諸兄姉皆様、おめでとうございます。 

小澤耕一君 池上・清水・木城各ご夫人方ようこそ！いよいよ寒

くなってきましたが、会員諸兄姉どうぞお元気で！ 

斎藤信夫君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

大森久巳男君 表彰、諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

成田栄二君 大勢の会員令夫人ようこそいらっしゃいました。ゆ

っくり楽しんで下さい。諸事お祝いの方々、おめでとうございま

す。 

和田幸男君 諸事お祝いの皆さん、おめでとうございます。 

出口敬純君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。池上夫

人・清水夫人・木城夫人ようこそ。 

横山 貢君 池上夫人・清水会長夫人・木城夫人いらっしゃいま

せ。本日、諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

小林 亨君 お客様ようこそ！諸事お祝いの方、おめでとうござ

います。残念ながらカープは準優勝でした。 

西山国男君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。申し訳

ございません。本日、早退させていただきます。 

水嶋 聡君 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。寒くなってまいりました。皆様、カゼを

ひきませんように。いつもよりも皆々様に多くの幸がおとずれま

すように！ 

品田和也君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

木村信一君 表彰、諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

木城基次君 結婚記念をお祝いただきありがとうございます。お

かげさまで 19年がたちました。 

大竹孝一君 ゲストの皆様ようこそ。諸事お祝いの皆様、おめで

とうございます。めっきり寒くなってきました。風邪をひかない

ように気を付けましょう！ 

澤邑重夫君 ごぶさたしております。何卒よろしくお願いいたし

ます。 

小澤雅彦君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。池上敏

子さま、清水恵さま、木城マリさまようこそいらっしゃいませ！

今日、半田さんからお話があり、エベさんをお預かりすることに

なりました。このようなご縁をいただき感謝いたします。 

富田桂司君 ゲスト池上敏子様、清水恵様、木城マリ様いらっし

ゃいませ。諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。今日はア

メリカ大統領選挙がらみのコメント多そうですね。急に寒くなっ

てまいりましたので、皆様ご自愛くださいませ。 

河本啓伸君 諸事お祝いの皆様、そこそこおめでとうございます。

皆さんがお忘れになっているといけないので一応ご連絡しておき

ますが、13日（日）は天才ミュージシャンのライブが開催されま

すよ。お越しになる方はお楽しみに。 

加瀬義明君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。中山さ

んご夫君と中澤さんのお父様のご冥福をお祈り申し上げます。 

［本日 36件、86,000円です］ 


