
 

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

◇諸事お祝い         ◇委員会報告 会計 他 

◇会長挨拶         ◇幹事報告  
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painted by Kenzo Tanaka 

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 11 月 2 日（木） 第２７８１回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 16  

 

◎ゲスト・ビジター紹介  池上敏子様（池上 實会員御夫人） 

木城マリ様（木城基次会員御夫人） 伊藤弘将様（伊藤和明会

員ゲスト・御子息） グエン・カーニーさん（米山奨学生） 

◎諸事お祝い 

歌唱：おめでとうロータリアン ☆誕生祝     伊藤留治君 ・ 

下里洋一君 ・ 杉田祐一君 ・石田貴一君  （会員章） 

☆結婚記念祝  池上 實君♥敏子様 ・ 木城基次君♥マリ

様（純金箔蒔絵朱肉入・ご夫人・・・花束） 古知屋光洋君 ・ 岩

澤あゆみ君 ・ 畠田宏治君 ・ 伊藤和明君      

☆皆出席表彰  程島利通君（２７年） ・ 北村公子君（３年）  

○中山会員ご夫君ご命日 １１月２日（花籠） 

◎委員会報告 

雑誌［杉本行廣会員］：ロータリーの友 11 月号記事紹介 

親睦［加瀬会員］：クリスマス家族例会について 

会員増強［木村信一会員］：委員会開催の確認 

会計［和田会員］：会計報告と会費引落しのお知らせ 

 

誕生祝。左から石田・伊藤留治・下里・杉田の各会員 

結婚祝 上）池上会員ご夫妻・木城
会員ご夫妻  
下）伊藤和明会員・岩澤あゆみ会員・
池上ご夫妻・木城ご夫妻・畠田会員 
左）古知屋会員 古知屋会員は米山
奨学生グエン・カーニーさんを迎え
に行っていた関係で遅れました 
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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 

１１／２ ２７８１ ５０ ４６ ４１ １ ４ ９１．３０％  

１０／１９ ２７７９ ５０ ４２+２ ３６ １+２ ５ ８４．０９％ ８８．６４％ 

 スマイル報告 畠田宏治会員 
伊藤弘将様 いつも祖父・父がお世話になっております。親子
三代で．．．と言われるのがまだ恥ずかしい感じがしますが、嬉
しくもあります。本日は宜しくお願い致します。 

横山 貢君 池上敏子様、木城マリ様、伊藤弘将様ようこそお
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。 

中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。本日
は主人の祥月命日です。皆様お花をありがとうございました。
私事で恐縮ですが、10年近く字手紙を習っております。先月同
人誌の中で初めて優秀作品に選ばれ、小さく載せて頂くことが
できました。手前味噌でとても恥ずかしいのですが、嬉しくて
思わず近況報告をさせて頂きました。 

池上 實君 本日は結婚祝に妻・敏子もお招き頂き有難うござ
いました。お陰様で 53 年間健康で仲良しの家庭を築いて参り
ました。今後共よろしくお願い致します。 

下里洋一君 18日で 74 歳になります。お祝ありがとうござい
ます。 

程島利通君 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。 

大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。池上
会員令夫人敏子様、木城会員令夫人マリ様ようこそいらっしゃ
いました。例会をお楽しみ下さい。伊藤会員ゲスト弘将君、よ
うこそいらっしゃいました。おじい様、おとう様、三代揃って
の出席すばらしいことです。 

山口利通君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。池上夫
人、木城夫人、本日はおめでとうございます。伊藤弘将君よう
こそ。おじいさんを大切に。グエンさんようこそ！ 

石田貴一君 池上敏子様、木城マリ様、伊藤弘将様ようこそい
らっしゃいました。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。 

伊藤留治君 久々のすがすがしいお天気ですネ。本日は孫の伊
藤弘将がおじゃましております。よろしくお願い申し上げます。 
田中賢三君 池上会員ご夫妻・木城会員ご夫妻、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。伊藤弘将さん、ようこそ。大歓迎です。 

平井 茂君 池上様の奥様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめで
とうございます。 

杉田祐一君 池上令夫人、木城令夫人、伊藤様、カーニーさん、
ようこそいらっしゃいました。誕生祝ありがとうございます！ 

吉田恵子君 ゲストの皆様ようこそいらっしゃいませ。諸事お
祝い申し上げます。 

北村公子君 さわやかな良いお天気です。今日は皆出席表彰あ
りがとうございます。早いもので入会してから 3年過ぎ、やっ
と少しロータリーの事がわかってきました。まだまだ勉強不足
です。これからもよろしくお願い致します。 

杉本行廣君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。池上夫
人、木城夫人、伊藤弘将社長さん、ようこそ。 

斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。杉本先
生、本日雑誌の代理ありがとうございます。 

河本啓伸君 お客様ようこそ。盛況で何よりです。さて、いよ
いよ明後日に迫りました天才ミュージシャンのライブですが、
まだ若干チケットが余っておりますので、誰も遊んでくれる人
がいない方は是非お越しを。 

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。カープ残念です。 

和田幸男君 諸事お祝いの皆さんおめでとうございます。 

澤邑重夫君 池上敏子さま、木城マリさま、伊藤弘将さま、よ
うこそ。諸事お祝いのみなさまおめでとうございます。 

出口敬純君 池上敏子様、木城マリ様、伊藤弘将様、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。 

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。今日は気持ちの良い快晴。毎日このようにすごした

いです。 

 

出席報告 杉田祐一会員 

岩澤あゆみ君 池上敏子様、木城マリ様、ようこそお越し下さ
いました。ご結婚記念おめでとうございます。伊藤弘将君、つ
いに茅ヶ崎ＲＣの例会に登場ですね！親子３世代で例会に揃う
なんて本当にすごいことだと思います！本日はお祝いも頂き、
ありがとうございました。 

大箭剛久君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。来週一
週間、中島中学校の学生が職業体験学習の為、来社します。今
から楽しみです。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

杉本剛昭君 ゲスト・ビジターの皆さま、ようこそお越し下さ
いました。諸事お祝いの皆さまおめでとうございます。伊藤さ
ん、ご入会お待ちしております。 

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。 

安武 勝君 諸事お祝い申し上げます。伊藤弘将様いらっしゃ
いませ。お父さん・おじいさんが愛する茅ヶ崎ＲＣの雰囲気を
十分に感じて下さい。 

岩澤淑江君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝いの
方々おめでとうございます。敏子様、マリ様おめでとうござい
ます。河本さん、心に突き刺さる音楽楽しみにしています。 

小澤雅彦君 ゲストの皆様いらっしゃいませ！諸事お祝いの
方々おめでとうございます。11 月 23 日（祝）ポリオ撲滅のチ
ャリティーマラソンに出場することになりました。ポリオ撲滅
を祈念して走ってまいります。 

木城基次君 諸事お祝い申し上げます。おかげさまで結婚して
20年がたちました。本日はお祝いいただきありがとうございま
す。みなさまのお幸せを心からお祈りしております。 

大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲスト
の池上令夫人、木城令夫人、グエン・カーニーさん、伊藤弘将
様ようこそ。今年もあと二か月。127 年ぶりの長雨で畑に種が
まけていません。年末の野菜、高騰しそうです。 

橋本祐一君 ゲスト・ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ。
諸事お祝いの皆様おめでとうございます。伊藤さん、いつもス
ペインクラブではおいしい料理とワインありがとうございま
す。会社のスタッフを連れて行くと、みんな感動しています。 

木村邦佑君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲスト
の池上様、木城様、伊藤様、カーニーさんようこそです。 

伊藤和明君 父と息子と３人でロータリーの例会に出席しま
す。とても貴重な経験です。今年の自分の十大ニュースの 1つ
となりました。 

徳舛幸丈君 暦を昨日めくりました。あと１枚めくると 12 月
です。残り２ケ月、体調に気を付けてがんばりましょう。 

畠田宏治君 茅ヶ崎市制 70周年「まだ 70年。これからも進化
する茅ヶ崎！」。私は結婚 30周年「なんとかやっとこさ 30年。
これから熟年離婚を食い止める畠田！」。本日はお祝いをして
いただきまして、ありがとうございました。 

［本日 38件、72,000円です］ 

左）ご夫君命日の中山幹事 右）皆出席表彰の程島会員と北村
会員 


