
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」    ◇四つのテスト唱和［富田桂司会員⇒］ 

◇ご挨拶［大森酉三郎様］  ◇諸事お祝   ◇会長挨拶    ◇幹事報告   

◇委員会報告［職業奉仕 他］     ◇年次総会 
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年次総会で承認された次年度理事。岩澤あゆみ直前会長、成田

会員、古知屋会員（会計）、杉本剛昭幹事、澤邑会長、大箭会長

エレクト、加藤副会長、加瀬会員、富田会場監督、杉田副幹事 

 

                      

2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59代会長 岩澤 あゆみ 

第 59代幹事 中山 冨貴子 

2018 年 12 月 6 日（木） 第２８２６回例会 天候：小雨 司会：杉本剛昭副幹事 No. 21 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 
大森酉三郎様（星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ スポーツ
長）中村真一郎様（綾瀬春日ＲＣ）グエン カーニーさん（米山奨
学生） 
◎諸事お祝 
☆誕 生 祝    北村公子君 １１月分：石田貴一君 ・ 細井
年春君（ボールペン）歌唱：おめでとうロータリアン 
☆結婚記念祝  下里洋一君 ・ 吉田恵子君 ・ 杉本剛昭君 ・ 
小八木隆男君（ペアグラス）１１月分：古知屋光洋君 
☆皆出席表彰  木村信一君（４年） １１月分：北村公子君 （ス
テンレスボトル） 
◯伊藤会員夫人ご命日 １２月１１日 (花籠) 
◎幹事報告 
◇ガバナー事務所より   

＊２０１９-２０年度実施プロジェクト向け「第２回地区補
助金説明会」の案内 

◉２０１９年 １/２６（土） １３：００～１５：００   

◉藤沢駅南口 第一相澤ビル３階「会議室」 

＊「クラブ研修リーダーセミナー」（１１/１３（火）開催）
での講演（下記２題）の資料を地区Ｗｅｂに掲載しました。 
◉辰野克彦氏（東京西ＲＣ）「クラブ研修リーダーの役割」 

◉相澤光春氏（ＰＧ ふじさわ湘南ＲＣ）「戦略計画とその実
践」 ※地区Ｗｅｂ⇒各種資料ダウンロードよりご覧いただ
けます。 

＊2019年 ７/１～2020年 ６/３０の行事予定の問合せ 

◇ロータリーフェローズ東京+ＲＩ２７８０地区財団学友
会より  ２０１９ 春の例会「知的交流の夕べ」 

◉２０１９年 ５/１１（土） １４：００～１７：００   

◉公益財団法人 日本外国特派員協会 会議室 

◉講師…上岡敏之氏 ◉演題…ロータリー財団と私（仮題） 

◇湘南舞台芸術振興協会より   

茅ヶ崎市民文化会館リニューアル「練習室兼ミニホール」用
ピアノ寄贈プロジェクトご協賛の御礼 

◇茅ヶ崎市より  平成３１年 茅ヶ崎市消防出初式の案
内 ◉２０１９年 １/６（日） ９：３０ ◉中央公園内 

◇茅ヶ崎商工会議所より 平成 31年新春賀詞交換会の案内  

◉２０１９年 １/８（火） １１：２０ ◉茅ヶ崎市コミュニ
ティホール（市役所分庁舎６階） ◉会費…５，０００円 

 

◇湘南信用金庫より  「平成３１年 新春の集い」の案内   

◉２０１９年 １/１８（金） １１：３０～１２：３０   

◉茅ヶ崎商工会議所 ４階大会議室 

◇ロータリーの友 １２月号    

◇タウンニュース 

◎委員会報告 
安武会員［社会奉仕］：ペットボトルキャップ報告、12/13例
会後パンジーの植栽の確認 

杉田会員［クラブ戦略計画］：例会後に委員会開催  

小澤会員［親睦］：クリスマス家族会のバス時間確認、ドレス
コード（赤か緑のものを１点着用）の提案 

畠田会員［職業奉仕］：1/24 の例会は TOTO 工場見学ののち
濱時間にて昼食。11:00～14:00を予定 

 

左）ワンネーションカップの報告とお礼でお越しになった大森

酉三郎様 中）米山奨学生カーニー 右）澤邑重夫次年度会長 
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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 

１２／６ ２８３０ ４５ ４２ ４０ ０ ２ ９５．２４％  

１１／１５ ２８２８ ４５ ３７＋４ ３０ ５＋４ ２ ８５．３７％ ９５．１２％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

スマイル報告 石田貴一会員 
中村真一郎様（綾瀬春日ＲＣ） 綾瀬春日ＲＣよりまいりまし
た。いつもお世話になっております。本日は宜しくお願い申し
上げます。 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 大森酉三郎様ようこそお越し
下さいました。加藤寛会員、米山功労者マルチプル表彰おめで
とうございます。諸事お祝の皆様おめでとうございます。先日
の炉辺会合ありがとうございました。本日は年次総会となりま
す。宜しくお願い致します。 

下里洋一君 結婚祝ありがとうございます。 

大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。三男酉
三郎がワンネーションカップの協賛をいただいたクラブと皆
さまに一言御礼にお邪魔しました。宜しくお願い致します。 

北村公子君 12 月に入り何かと忙しくなってきました。今日
はお祝いをいただきありがとうございます。ゲスト・ビジター
の大森さん、カーニーさん、ごゆっくりお過ごし下さい。 

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。諸事お祝の皆様おめでとうございます。私も結婚祝頂
きました。ありがとうございます。 

小八木隆男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。自分も
結婚記念日でした。有難うございます。 

伊藤留治君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さいま
した。本日の年次総会よろしくお願いします。 

吉田恵子君 結婚月のお祝いありがとうございます。ゲストの
大森様、カーニーさんようこそ。諸事お祝い申し上げます。 

杉本行廣君 いよいよ年末になり、私の走り回る月となりまし
た。健康に気をつけて過ごしましょう。諸事お祝の皆様おめで
とうございます。 

加藤 寛君 月日のたつのは速い、もう年末です。皆様お体大
切に！ 

斉藤信夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。私は雑学
をいつか話したいです。 

成田栄二君 ビジの中村さん、大森さん、米山奨学生のカーニ
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。
年次総会よろしくお願いします。 

河本啓伸君 大森酉三郎様ようこそ。諸事お祝の皆様、そこそ
こおめでとうございます。 

和田幸男君 大森酉三郎さん、グエン・カーニーさん、ようこ
そ。諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

横山 貢君 星槎湘南スポーツ長大森様、いらっしゃいませ。
カーニーさんこんにちは。 

澤邑重夫君 お客さまようこそ。本日は年次総会何卒よろしく
お願いします。昨日は天皇・皇后両陛下をお迎えし、社会保険
労務士法制定 50周年式典が開催され、私も出席してまいりま
した。これからもますます職業奉仕にまい進せねばと感じてま
した次第です。 

杉田祐一君 大森様、カーニーさん、ようこそいらっしゃいま
した。諸事お祝の皆様おめでとうございます！ 

大箭剛久君 今年の流行語大賞は「そだねー」に決まりました。
ノミネートされた言葉の中には聴いたことのないようなもの
もあり、「なんだかなぁ」と思っていましたが、ほんわかされ
られる「そだねー」で良かった！来年も良い年になりそだねー。 
富田桂司君 大森酉三郎様、カーニーちゃんいらっしゃいま
せ。諸事お祝の皆様おめでとうございます。米山功労者第５回
マルチプル加藤さん、おめでとうございます。いよいよ平成最
後の年末を迎えました。よい年末を皆さまお過ごし下さい。 

木村信一君 大森酉三郎様、グエン・カーニーちゃん、いらっ
しゃいませ。楽しんで下さい。 

岩澤淑江君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝の皆
様おめでとうございます。心がざわつく季節になってまいりま
した。一日一日を楽しみましょう。 

橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。表彰、諸事お
祝の皆さんおめでとうございます。 

小澤雅彦君 ゲスト・ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこ
そ！怖いもの知らずの河本さんが牛乳やチーズが苦手だって
皆さん知ってました？チーズや乳製品のカルシウムは骨にと
っても重要ですよ！ 

大竹孝一君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝の皆
様おめでとうございます。師走となりましたが、以上に暖かい
気温で野菜の生育が前進し、市場では底値の取引で、利益が出
ないので辛いです。 

木村邦佑君 大森さんようこそ。体育会系が疑問視される昨
今、スポーツを通しての青少年育成がより良い方向へ進むこと
を願っております。 

橋本祐一君 大森酉三郎さん、先日はおそくまでおつきあいい
ただき、ありがとうございました。またいきたいですね。諸事
お祝の皆様おめでとうございます。 

安武 勝君 大森酉三郎さんようこそいらっしゃいませ。カー
ニーさん、ようこそ。諸事お祝い申し上げます。吉田さん、駅
前のベゴニア、自宅のプランターで元気よく咲いています。 

伊藤和明君 大森酉三郎さん、ワンネーションカップご苦労様
でした。 

熊澤孝之君 大森酉三郎様、グエン・カーニーさんようこそ。
諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

石田貴一君 皆さんにお誕生祝して頂き、ありがとうございま
す。個人的にはこれ以上歳を重ねたくないですが、こうしてお
祝いして頂くのはとても光栄です。 

［本日は 32件、50,000円です］ 

左）出席表彰の北村・木村信一会員 右）米山功労者加藤会員 

結婚記念祝。杉本剛昭・古知屋・吉田・小八木・下里の会員 

誕生祝。石田・細井・北村の会員 

ご夫人ご命日の

伊藤留治会員 


