
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」   ◇四つのテスト唱和［加瀬会員］⇒ 

◇乾杯  ◇諸事お祝   ◇会長挨拶    ◇幹事報告  

◇委員会報告 ＩＭ実行委員会 他         
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60代会長 澤邑 重夫 

第 60代幹事 杉本 剛昭 

2020 年 1 月 9 日（木） 第２８８０回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 25 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

チン フュ トゥン君 （米山奨学生） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝 澤邑重夫君・小八木隆男君（大竹農園お米券） 

☆結婚記念祝 山口利通君・大箭剛久君・橋本正一君 １０

月分：安武 勝君（なんどき牧場製品） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリー日本事務局より  ＊１月ロータリーレートの

通知  １＄＝１１０円 

◇ロータリー日本財団より   

田中賢三会員へ 多額のご寄付に対する礼状 

◇ガバナー事務所より    

＊下半期 人頭分担金 送金依頼  ・１名に付き 本会計７，

８５０円＋事業会計４，１５０円  

＊次年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱の件 

 ◉パストガバナー/地区諮問委員会委員/地区指名委員会委

員/地区ロータリー財団委員会委員長/地区立法案検討委員

会委員長/規定審議会代表議員・・・田中賢三会員 

 ◉平和フェロー・奨学金委員会委員長・・・中山冨貴子会員 

 ◉補助金配分・ＶＴＴ委員会副委員長・・・富田桂司 

＊青少年交換 交換学生オリエンテーションのご案内  ◉１/１

１(土) １４：３０～  ◉第一相澤ビル ８階 

＊ロータリー奨学生帰国報告会のご案内  ◉２０２０年 ２/２

（日）  ◉湘南クリスタルホテル３階 

 ◉第１部 奨学生帰国報告会 １４：００～１５：３０  ◉第２部 

懇親会 １５：４０～１７：００  ◉参加費 ３，０００円 

◇『地区便覧』作成のためのアンケートの件 

◇ガバナー補佐より  会長・幹事会（第１０回）開催のお知ら

せ  ◉１/１６（木） １８：３０～ ◉なんどき牧場 

ご夫人ご命日の

伊藤留治会員 

左）乾杯発声の杉

本行廣会員 右）

誕生祝の小八木会

員・加藤会員 

結婚記念祝 橋本・山口・大箭・安武の各会員 

◇ロータリーの友 １月号     

◇タウンニュース （茅ヶ崎ＲＣ新年挨拶 掲載）   

◇年賀状 （玉蘭荘 ・ 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 ・ 茅ヶ

崎青年会議所 ・ 他） 着 
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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 

１／９ ２８８０ ４２ ４０ ３５ ２ ３ ９２．５０％  

１２／１２ ２８７８ ４３ ３６＋３ ３３ ２＋２ ２ ８９．７４％ ９４．８７％ 

 

出席報告 小八木隆男会員 

澤邑重夫君 皆さまあけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。トゥン君ようこそ。 

杉本剛昭君 あけましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。クリスマス家族会楽しかっ

たですね。木村委員長をはじめとする親睦委員会のみなさ

ま、ありがとうございました。 

池上 實君 本年もよろしくお願い致します。昨年暮れ、体

調を崩し約 2ケ月間市立病院に入院、年の暮れに退院しまし

た。少しずつ元気を取り戻しますので、お手柔らかによろし

くお願い致します。 

山口利通君 皆様、あけましておめでとうございます。又、

本日は結婚祝ありがとうございます。 

大箭剛久君 明けましておめでとうございます。今年も残す

ところ 357 日となりました。良い日々をお過ごし下さい。結

婚記念日を忘れてました。お祝ありがとうございます。 

田中賢三君 今年もよろしくお願いします。チンさん、今年

も元気でよい年にして下さい。4 月 5 日のポリオ根絶チャリ

ティーコンサート、大勢の参加と当日の多少の御協力をお願

いします。 

橋本正一君 あけましておめでとうございます。結婚記念の

お祝ありがとうございます。早いもので 34 年目を迎えまし

た。なんとか金婚式まで元気で仲良くすごしたいものです。 

安武 勝君 お祝ありがとうございます。今年もよろしくお

願い致します。正月早々から熱が出て、寝正月で新年を迎え

ました。ゆっくり休んだので、今年もがんばります。 

小八木隆男君 誕生祝、有難うございます。本年も宜しくお

願い致します。 

伊藤留治君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。諸事御祝の皆様おめでとうございます。 

加藤 寛君 新年明けましておめでとう。諸事お祝皆様おめ

でとうございます。 

大森久巳男君 皆様新年おめでとうございます。引き続き本

年も宜しくお願い致します。諸事御祝の皆様おめでとうござ

います。 

和田幸男君 あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い致します。 

中山冨貴子君 明けましておめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。諸事お祝の皆様おめでと

うございます。 

熊澤孝之君 皆様おめでとうございます。この年になり、改

めて今年の自分のテーマを克己心としました。諸事御祝の皆

様おめでとうございます。 

杉本行廣君 新春を寿ぎ、ご年詞申し上げます。今年は私の

干支で 7 回目を迎えます。老ねずみながらがんばりますので

よろしく。 

成田栄二君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。諸事お祝の方々おめでとうございます。

チンフュトゥン君、ようこそ！ 

スマイル報告 石田貴一会員 河本啓伸君 池上先生、お元気に登場されてよかったです。

今年も激しく歌いますので、是非ご贔屓に！ 

横山 貢君 皆様、本年も宜しくお願い致します。 

古知屋光洋君 今年は例年より暖かなお正月だった気がし

ます。今年もよろしくお願いいたします。 

半田朋子君 あけましておめでとうございます。本年も宜し

くお願い致します。 

岩澤あゆみ君 2020 年が始まりました。今年は変革の年だ

そうです。今までの価値観が大きく変わるような都市とのこ

と。今一度足もとをみつめながらアップデートしていく１年

になればと思います。池上先生、おかえりなさい！お顔を拝

見し、ホッとしました。 

吉田恵子君 今朝の富士山は最高にきれいでした。本年もよ

ろしくお願いいたします。諸事お祝い申し上げます。 

水嶋 聡君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。世界平和、皆様に幸有れ！ 

加瀬義明君 本年もどうぞよろしくお願い致します。 

富田桂司君 あけましておめでとうございます。チンフュト

ゥン君ようこそ！諸事お祝いの皆様、心よりお祝い申し上げ

ます。今年の初日の出は小田原城にて迎えましたが、あいに

くの曇り空にて、茅ヶ崎駅で御来光をお迎えすることになっ

てしまいました。恒例の例会前測量は 92kgとなりました。

年末に 89kgからの正月太りにてなまけてしまいました。引

き続きがんばります！ 

木村信一君 明けましておめでとうございます。本年も皆様

よろしくお願い致します。 

岩澤淑江君 あけましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願い致します。鳥井戸橋から見える左富士が凛として

感動的でした。 

小澤雅彦君 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。昨

年のクリスマス家族会、本当に楽しかったです！木村委員長

はじめ親睦委員の皆様ありがとうございました！ 

大竹孝一君 皆様あけましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。 

木村邦佑君 あけましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。災害のないことを切に願い、世界の平和

を祈りました。本日、早退にて失礼します。 

岩井 泰君 今年もよろしくお願いします。昨日、安全祈願

をしてきました。今年は？今年も？よい年でありますよう

に！ 

石田貴一君 皆様明けまして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。早いもので大好きな茅ヶ崎

の地に着任してもうすぐ 3 年です。転勤の可能性も．．．．で

す。［本日 32 件、62,000 円です］ 

2006-2007 年度の

会長等を務められた下

里洋一会員が退会され

ることとなりました。

お元気で！右は米山奨

学生チンフュトゥン君 


