
 

◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和（伊藤和明会員）⇒ 

◇諸事お祝い         ◇委員会報告 会員増強 他    

◇会長挨拶         ◇幹事報告 
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＝本日の例会行事＝ 

2018 年 2 月 1 日（木） 第２７９１回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 26  

 

◎ゲスト・ビジター紹介   

徳舛真弓様（徳舛会員御夫人） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝    杉本行廣君・田中賢三君・出口敬純君・加瀬義

明君 （会員章） １月分：澤邑重夫君 （お祝いの歌：おめでとう

ロータリアン） 

☆結婚記念祝 徳舛幸丈君♥真弓様 ・ 田中賢三君 ・ 和田幸

男君 （純金箔蒔絵高級朱肉入） 

◎委員会報告 

雑誌［斉藤会員］：ロータリーの友 2 月号記事紹介 

会員増強［木村信一会員］：2/8委員会のお知らせ 

社会奉仕［吉田会員］：ペットボトルキャップ報告 

職業奉仕［富田会員］：4/19 しらす漁見学のお知らせ  

◎幹事報告 

◇国際ロータリー日本事務局より  ＊２月ロータリーレートの通

知 １＄＝１１０円 

＊平和と紛争予防／紛争解決月間 リソースのご案内  ＊出版

物リニューアル・新商品のご案内 

◇ガバナー事務所より  

＊地区研修協議会開催の案内 ・４/８(日) １２：３０点鐘 ・神奈

川県立保健福祉大学 ・登録締切：３/９（金）  

 《出席義務者》 次年度クラブ会長・次年度クラブ幹事・次年度

クラブ管理運営委員長・次年度クラブ奉仕委員長 

次年度広報雑誌担当者・会員増強各担当者・次年度職業奉仕

担当者・次年度社会・国際奉仕担当者・次年度青少年奉仕/青

少年交換担当者・次年度ロータリー財団担当者・次年度米山奨

学担当者・次年度クラブ研修リーダー・会長エレクト（Ｒ情報委員

長）・新会員 

結婚祝の徳舛会員夫妻・田中会員・和田会員 

 ・添付書類 ： ２０１８年地区研修・協議会 プログラム

／リーダー・サブリーダー一覧表 

クラブ送金明細書／2017-18 年度/2018-19 年度地区役員/地

区委員長一覧／登録方法について 

交通アクセス／ご来場のバス利用について 

◇ロータリーの友 ２月号   

◇ＯＮＥＮＥＳＳ ＧＲＯＵＰより  Ｏｎｅｎｅｓｓ Ｍｉ

ｎｄ ｖｏｌ.１８   ◇タウンニュース 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


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 

２／１ ２７９１ ４８ ４５ ３８ ２ ５ ８８．８９％  

１／１８ ２７８９ ４８ ４１＋４ ３８ ３＋１ ３ ９１．１１％ ９３．３３％ 

 

誕生祝の田中・杉本行廣・出口・加瀬・澤邑の各会員 

スマイル報告 橋本正一会員 

横山 貢君 早く 2 月。インフルエンザにはくれぐれも

お気をつけ下さい。本日、諸事お祝いの皆様おめでとう

ございます。徳舛会員の奥様・真弓様ようこそ。 

田中賢三君 誕生 昭和 19年 2月 20日 結婚 昭和 45

年 2 月 1 日 本日ジャスト 49 回目の結婚記念日です。

茅ヶ崎ロータリーのおかげ様でここまで来ました。 

大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま

す。もうすぐ春です。元気に寒さに負けないでいきまし

ょう。 

和田幸男君 結婚祝ありがとうございます。 

出口敬純君 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。 

徳舛幸丈君 本日は同伴させていただきました。よろし

くお願いします。 

伊藤留治君 徳舛会員ご夫人真弓様、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。 

杉本行廣君 誕生祝有難うございます。小生の誕生日は

今月 20日で、ミスタージャイアンツと同じ日ですが、生

まれて 6 日後に皆さんが学んできた日本史の教科書に書

かれている「2.26事件」が東京で起こり、それから 82年

経とうとしています。ご興味ある方は事件の詳細をイン

ターネットかスマホでお調べ下さい。 

加藤 寛君 諸事お祝いの皆様おめでとう。 

池上 實君 昭和 93 年もはや 2 月 1 日となりました。

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。徳舛真弓様よ

うこそ。 

山口利通君 徳舛夫人真弓様、ようこそ。ご主人がいつ

もと違っておとなしい理由がわかりました。 

程島利通君 諸事お祝いの皆様お目出度うございます。 

下里洋一君 またたく間の忙しい 1 月でしたが、2 月は

のんびりしたいです。寒いし。諸事お祝いの皆様おめで

とうございます。 

河本啓伸君 流行に後れまいと、インフルエンザに罹っ

てみました。予防接種をした意味はあったのでしょうか

（笑）。徳舛さんの奥様、いらっしゃいませ。いつもダン

ナさんの世話をしている河本です。 

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。 

澤邑重夫君 徳舛真弓さま、ようこそ。諸事お祝いのみ

なさまおめでとうございます。 

岩澤あゆみ君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま

す。徳舛真弓様、ようこそお越し下さいました。昨日スー

パーブルーブラッドムーンは皆様ご覧になりましたか？

小澤会員が facebook にすてきな写真を up していまし

た。皆様ご覧になってみて下さい。 

杉田祐一君 徳舛ご夫人ようこそいらっしゃいました。

楽しんでいって下さい！諸事お祝いの皆様おめでとうご

ざいます。本日所用のため、早退させていただきます。 

出席報告 大竹孝一会員 

吉田恵子君 2月になりました。今日は寒いですね。諸事

お祝い申し上げます。 

大箭剛久君 昨日ラジオを聞いていたら、アメリカのリ

レーの金メダリストがドーピング検査に引っ掛かり、釈

明で「薬を服用していた恋人との情熱的なキスが原因で

陽性反応が出た」と言ってました。どれだけ情熱的なん

だ！と思ってしまいました。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

加瀬義明君 あっという間に 1 ケ月過ぎてしまいました

ね。誕生日祝ありがとうございました。 

富田桂司君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

年も明けて早いものでもう 2 月ですね。今日も雪が降る

みたいですから、早く帰るようにしましょう！インフル

エンザもお気をつけ下さい。 

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 諸事お祝いの方々おめでとうございます。

徳舛真弓様、ようこそおいでいただきました。良い時間

となりますよーに。 

小澤雅彦君 徳舛真弓様、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。早いものでもう 2

月。今月は家内の誕生日があるので昨日はプレゼントを

買いに横浜に行って参りました。家内に機嫌よくいても

らうことが毎日仕事に集中できるポイントのようです。 

橋本祐一君 杉本さん、田中さん、出口さん、加瀬さん、

澤邑さん、お誕生日おめでとうございます。御結婚記念

祝の皆様、おめでとうございます。 

大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

徳舛令夫人、ようこそ茅ヶ崎ＲＣへ。早いものでもう 2

月。今夜も雪の予報です。明日の朝、気をつけましょう。 

木村邦佑君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

徳舛夫人ようこそ。ご主人様にはものすごくお世話にな

っております。楽しんで下さい。 

石田貴一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

夕刻から雪予報となっておりますが、お気をつけ下さい。 

伊藤和明君 斑尾高原に行って来ました。1 年ぶりのス

キーで足腰がガタガタです。 

橋本正一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

徳舛さん奥様ようこそです。 

［本日 32件、53,000円です］ 


