
 

◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和（徳舛会員）⇒ 

◇マルチプル･ポール･ハリス･フェロー１回目  出口敬純君 （ＰＨＦピン+１ 授与） 

◇会長挨拶 ◇幹事報告 ◇諸事お祝  ◇委員会報告 会員増強 他 
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第 58代会長 横山  貢 

第 58代幹事 中山 冨貴子 

 

＝本日の例会行事＝ 

2017 年 10 月 5 日（木） 第２７７７回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 12  

 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより   経済と地域社会の発展月間 リ

ソースの案内 

◇ガバナー事務所より  ＊２０２０～２０２１年度 ガバナ

ー・ノミニー選出の件 ＊２０２０～２０２１年度 ガバナー・ノ

ミニー候補者提案に関する告知   

＊「職業奉仕月間」卓話者派遣について ＊「外向きの職

業奉仕」実践例 提供の依頼 ＊財団設立５０周年記念式

典 満席による受付終了の通知 

＊ロータリアンによるミャンマー訪問の提案  ２０１８年 １

/５(金)ないし１/６（土）から１週間程度 訪問先…ヤンゴン

市内・マンダレー市内・メティラ郡内 費用…１８０，０００円 

＊国際ロータリー第２７８０地区村通信 

＊第５１回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）

の案内 ・１１/１４（火） ９：３０集合  ・テニス会場：湘南ロ

ーンテニスクラブ  ・パーティ会場：ＭＯＫＩＣＨＩ ・参加

料  ロータリアン…７，０００円  家族・ゲスト…５，０００円 

◇ロータリー米山記念奨学会より  ＊１０月米山月間資

料の案内  ・豆辞典（全員配布）   

・クラブ米山記念奨学委員長の手引き（米山寄付金マニュ

アル付）  ・２０１６年度事業報告書  

・事業報告書 統計･資料編  ・２０１６年度決算報告  ・

米山記念奨学会広報資料申込書 

  ・ 世界へ届け 米山の懸け橋 （ＤＶＤ） 

◇ロータリーの友事務所より 「ロータリーの友」１０月号   

◇ＮＰＯサポート茅ヶ崎より  ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ Ｖｏｌ．５５   

◇タウンニュース 

◎ゲスト・ビジター紹介 

大森敏江様 （大森会員令夫人）、グエン・カーニーさん

（米山奨学生） 

◎表彰 ☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー１回目  

出口敬純君 （ＰＨＦピン+１ 授与） 

◎諸事お祝い                              

☆誕生祝  清水賢一君 ・ 中山冨貴子君  （会員章） 

お祝いの歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝 大森久巳男君♥敏江様  杉本行廣君  

亀井信幸君  北村公子君  安武 勝君  石田貴一君 

（純金箔蒔絵朱肉入・ご夫人・・・花束） 

◎委員会報告 

雑誌［斉藤会員］：ロータリーの友 10 月号、池上会員・大

箭会員による上岡敏之さんの記事紹介 

社会奉仕［安武会員］：ペットボトルキャップの報告 

親睦［加瀬会員］：クリスマス家族例会打ち合わせの確認 

会員増強［木村信一会員］：委員会開催のお知らせ。11

月 1日 於：なんどき牧場 

 

 

左）結婚記念祝の大森久
巳男会員・敏江様ご夫妻 
右）米山奨学生グエン・
カーニーさん 
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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 

１０／５ ２７７７ ５０ ４７ ４０ ２ ５ ８９．３６％  

９／１８ ２７７５ ５０ ４２＋２ ２４ ９＋４ ７ ７５．０％ ８４．０９％ 

 スマイル報告 橋本祐一会員 

横山貢君＆中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうござい

ます。大森様奥様ようこそお越し下さいました。台北西北クラ

ブ記念式典ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。たくさんの写

真をありがとうございました。 

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。

私達 54回目の結婚祝をしていただき感謝です。 

徳舛幸丈君 今月の結婚祝、大森さん・杉本行廣さん・北村さ

ん・安武さん・石田さん、皆さんおめでとうございます。 

杉本行廣君 結婚記念祝ありがとうございます。今年で 57 回

です。あと 3年過ぎるとダイアモンド婚ですが．．．家内を連れ

て来れませんので淋しいです。 

出口敬純君 大森敏江様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。表彰ありがとうございます。 

北村公子君 先日の台北旅行、皆様大変お世話になり、ありが

とうございました。楽しい旅が出来ました。本日は結婚記念祝

ありがとうございます。 

富田桂司君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。先日は

市制施行 70 周年およびホノルル姉妹都市締結 3 周年の記念モ

ニュメント寄贈除幕式のお手伝いありがとうございました！お

蔭様で無事開催できました。追伸）J:COMのデイリーニュース

を見逃した方はスマホアプリ「どろーかる」にて現在視聴でき

ますよ！ 

石田貴一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。私も今

月結婚 25 周年を迎えました。日々妻に感謝し、今後も家内安

全をモットーにしていきます。 

伊藤留治君 良い季節になってまいりました。大森様奥様よう

こそいらっしゃいました。諸事お祝いの方々おめでとうござい

ます。 

加藤 寛君 寒暖の変化大きく、皆様お体大切に。 

田中賢三君 大森様、御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。 

小林 亨君 お客様ようこそ！台北西北ロータリークラブ訪問

の際はいろいろとお世話になりました。参加者に感謝致します。

諸事お祝いの方おめでとうございます。 

平井 茂君 大森さんの奥様いらっしゃい。諸事お祝いの皆様

おめでとうございます。 

清水賢一君 諸事お祝いのみなさまおめでとうございます。私

も誕生祝いただきました。ありがとうございます。 

吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。大森様奥様いらっしゃ

いませ。明日より寒い札幌に北村さんと出掛けて来ます。 

安武 勝君 結婚祝有難うございます。おかげさまで入会１年

を迎えることが出来ました。いつの間にかロータリーにはまっ

てゆく自分が恐いです。 

池上 實君 「友」26頁に元当クラブの財団学友・上岡君の記

事をクラブメンバーの大箭君が紹介してくれています。 

山口利通君 大森夫人ようこそ！いつもお世話様です。 

下里洋一君 いつもごぶさたばかりで申し訳ありません。 

程島利通君 諸事お祝いの皆様お目出度うございます。 

河本啓伸君 諸事お祝いの皆さん、何となくおめでとうござい

ます。11/4（土）に行われる天才ミュージシャンのライブです

が、今ちょっとだけトラブルがあり、チケットの販売は来週以

降とさせて頂きます。ちなみにチケットが絶賛在庫中なのは言

うまでもありません。 

澤邑重夫君 諸事お祝いの皆さまおめでとうございます。大森

敏江さま、ようこそ。いつもお世話になっております。 

杉田祐一君 大森敏江様、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。 

出席報告 安武 勝会員 

岩澤あゆみ君 先日初めて台北西北クラブを訪問しました。母

が 48 年前に家族 4 人でやはり台北西北クラブを訪れたそうで

す。いかに長い間姉妹クラブとしての友情が続いてきたことか

と、改めてすばらしいなと思いました。 

大箭剛久君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲスト・

ビジターの皆様、ようこそいらっしゃいました。先週市制 70周

年式典はお疲れ様でした。ひとまず一段落ですね。久しぶりの

コルティーレでの例会、楽しく過ごさせていただいてます。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

加瀬義明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。台湾同

行の皆様、お世話になりました。 

木村信一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

岩澤淑江君 大森様奥様ようこそいらっしゃいました。お目に

かかれて嬉しいです。諸事お祝いの方々おめでとうございます。 

小澤雅彦君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。今日例

会前に茅ヶ崎駅のモニュメントを家内と一緒に拝見してきまし

た。本当に素敵なモニュメントができましたね！セレモニーに

出席できず申し訳ありませんでした。 

橋本正一君 諸事お祝いの皆さんおめでとうございます。 

大竹孝一君 大森敏江様、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。季節の変わり目ですので、

体調管理に気を付けましょう。 

伊藤和明君 年末モードに入りました。今年もあっという間に

終わりそうです。 

橋本祐一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

［本日 35件、67,000円です］ 

結婚祝。左から石田会員・大森ご夫妻、杉本行廣・北村・安
武の各会員 

委員会報告の面々。左から大箭（雑誌）・木村（会員増強）・加
瀬（親睦）・安武（社会奉仕）の各会員 

左）誕生祝。左から中山幹事・清水会員 右）マルチプルポ
ール・ハリス・フェロー表彰の出口会員 


