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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「我らの生業」       ◇四つのテスト唱和［水島聡会員］⇒ 

◇諸事お祝い         ◇会長挨拶    

◇幹事報告   ◇米山奨学生 挨拶   ◇委員会報告 雑誌 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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2017 年 4 月 13 日（木） 第２７５６回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 33 

 

＝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 

グエン カーニーさん（米山奨学生・文教大学・国籍：ベトナム） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝 小澤耕一君 ・ 富田桂司君 ・ 木村邦佑君 ・ 大竹孝

一君  ３月分：橋本正一君 （会員章）  

お祝いの歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  加藤 寛君・程島利通君・出口敬純君・横山 貢

君１月分：山口利通君   

（スタンディングネーム・琉球ガラスペアカップ） 

◎幹事報告  

◇国際ロータリーより  ＊４月度ロータリーレート １ドル＝１１６円  

＊母子の健康月間リソースの案内 

＊当地区 国際親善奨学生 中満 泉さん（厚木ＲＣ推薦）が国連

事務次長に就任のニュース 

＊ロータリー財団 １００周年記念シンポジウム ＤＶＤ 

＊東ヶ崎潔ダイアログハウス 募金趣意書  ＊春のかながわ献血

キャンペーン ポスター 

◇ガバナー事務所より   

＊２０１７～１８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 

 『地区諮問委員会 委員』 『地区指名委員会 委員』 『戦略計画

委員会 委員』 『危機管理委員会 委員長』『規定審議会委員会 

委員』 『姉妹地区委員会 委員』 『ロータリー財団委員会 副委

員長』・・・田中賢三君 『危機管理委員会 委員』・・・成田栄二君  

『会員増強・会員維持委員会 委員』・・・水嶋 聡君 『青少年交

換委員会 委員』・・・大箭剛久君  『補助金分配・推進委員会 

委員』・・・富田桂司君『平和フェロー・奨学金・ＶＴＴ委員会 副委

員長』・・・中山冨貴子君 

＊地区「新会員の集い」の案内  ・５/２０（土） １７：００開演 藤

沢商工会館「ミナパーク」会議室 

＊補助金管理セミナー（グローバル補助金向け）開催の案内 

 ・５/１６（火） １３：３０～１５：３０ ・第一相澤ビル６階「会議室」 

＊補助金管理セミナー（グローバル補助金向け）開催の案内 

 ・５/１６（火） １３：３０～１５：３０ ・第一相澤ビル６階「会議室」 

＊青少年交換学生オリエンテーション 開催の件  ・５/６（土） １２：

３０～  ・第一相澤ビル８階「会議室」 

＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０１６～２０１７年度 『地区大会報告

書』 

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより  創立４０周年記念式典・祝宴の案内   

・５/２４（水） 記念式典・・・１８：００～１９：００ 祝宴・・・１９：００～２

０：３０ ・鎌倉プリンスホテル 

◇相模原ニューシティＲＣより  国際ロータリー加盟認証状伝達式

の案内 

  ・５/１４（日） １５：３０ 開式  ・式典・・・あじさい会館 ホール ・

祝賀会・・・けやき会館 大樹の間 

◇米山梅吉記念館より ＊春季例祭開催の通知  ・４/２２(土) １４：

００～ ・米山梅吉記念館ホール 

＊賛助会入会の依頼  会費：一人 年間 ３，０００円（一口）   ＊

米山梅吉記念館「館報」２０１７春号 Vol.２９ 

◇ロータリーの友４月号 ◇ハイライトよねやま２０５ ◇タウンニュー

ス ◇さぽせんニューズレター２０１７年Ｖｏｌ.５２ 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会 次年度ホストクラブ（綾瀬ＲＣ）より 開催日

時・場所のお知らせ（詳細は後日） 

 ・２０１７年 １１/６（月） ・小田急藤沢ゴルフコース 

米山奨学生グエン・カーニーさん 

委員会報告の下里会員と杉田会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 小澤雅彦会員 

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 

４／１３ ２７５６ ４９ ４６ ３７ １ ８ ８２．６１％  

３／２３ ２７５４ ５０ ４２＋５ ３３ ３＋３ ８ ７６．６０％ ８２．９８％ 

 スマイル報告 富田桂司会員 

小澤耕一君 誕生祝有難うございます。80代最後の誕生日となり

ました。グエン・カーニーさんようこそ！体に気をつけて、ガン

バッて下さい。 

出口敬純君 米山奨学生グエン・カーニーさん、茅ヶ崎ＲＣによ

うこそ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

山口利通君 結婚祝ありがとうございます。全然忘れていました。 

加藤 寛君 お祝ありがとう御座います。 

程島利通君 お祝有難うございます。 

大森久巳男君 米山奨学生グエン・カーニーさん、これから一年

間宜しく。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

伊藤留治君 ４月の季語に「花見疲れ」という言葉があると池上

君に教えて頂きました。まさにその通りですね。グエン・カーニ

ーさんようこそ！ 

池上 實君 グエン・カーニーさんようこそ。諸事お祝いの皆様

おめでとう。 

杉本行廣君 諸事お祝いの皆様おめでとう！昨日訃報を聴いたペ

ギー葉山さんは私の学生時代を共にした年齢で、一抹の悲しさを

感じたところです。 

下里洋一君 久しぶりの出席です。さくらは今日明日で見納めで

しょうね。 

河本啓伸君 今週夕方６時半から JCOM「湘南人図鑑」という番

組に出ています。これはエライ人だけが出られる番組で、茅ヶ崎

ＲＣでは田中パストガバナーと天才ミュージシャンくらいのもん

です（笑） 

和田幸男君 諸事お祝いの皆さん、おめでとうございます。 

斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

成田栄二君 米山奨学生グエン・カーニーさん、ようこそ！諸事

お祝いの方々おめでとうございます。 

吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。グエン・カーニーさんよ

うこそ。田中さん、河本さん、テレビの中でお会いしています。

二人とも、とてもリラックスしていてすごいですね。 

水嶋 聡君 グエン・カーニーさん、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。皆様に幸有れ！ 

杉田祐一君 グエン・カーニーさんようこそいらっしゃいました。

諸事お祝いの皆様おめでとうございます！ 

北村公子君 グエン・カーニーさんようこそ。諸事お祝いの皆様

おめでとうございます。桜の花がやっと満開になり、きれいです。

しばらくいろいろの花が楽しめます。うれしいですね。 

岩澤淑江君 グエンさんようこそ。コーラスすてきでしたよ！散

る桜 残る桜も 散る桜 

木村信一君 グエン・カーニーさんようこそ。諸事お祝いの皆様

おめでとうございます。 

小澤雅彦君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲストの

グエン・カーニーさんようこそ！桜満開！本当によい季節になり

ました。先日は金沢の兼六園にお花見に行って参りました。美味

しい物食べ過ぎて 2kg太りました。ダイエット頑張ります。 

橋本正一君 ビジター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。 

木村邦佑君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。 

橋本祐一君 グエンさん、日本での勉強、がんばってください。

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

安武 勝君 小澤さん、富田さん、木城さん、木村さん、大竹さ

ん、お誕生祝申し上げます。加藤さん、程島さん、出口さん、横

山さん、結婚記念おめでとうございます。今月は仏さま誕生の月

でよい月です。お祝申し上げます。 

大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。また、今

年で 44才になりました。お祝の歌ありがとうございました。 

石田貴一君 グエン・カーニーさんこんにちは。よろしくお願い

します。 

富田桂司君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。グエン・

カーニーさんいらっしゃいませ。今月は私も祝って頂きありがと

うございます！震災直後に産まれた娘も本日誕生日を迎えまし

た。ようやく６才。来年はいよいよ小学生になります。早く帰り

たいと思います。 

［本日は 28件、59,000円です］ 

上）結婚祝の出口・山口利通・加藤・程

島・横山の各会員 中）誕生祝の小澤耕

一・富田・大竹・橋本正一・木村邦佑の

各会員 左）出席表彰の横山会員  

下）4月 16日に行われた地区研修協議

会での集合写真 


