
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」  ◇会長挨拶  ◇幹事報告   

◇入会セレモニー［永田輝樹君 紹介者：水嶋君・和田君・澤邑君］  

◇諸事お祝い    ◇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 2 月 6 日（木） 第２８８４回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 29 

＝本日の例会行事＝ 

◎入会セレモニー 

新会員 永田輝樹君⇒ 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝 杉本行廣君・田中賢三 

君・加瀬義明君（お米券）  

12月分：北村公子君 （お祝いの 

歌：おめでとうロータリアン） 

☆結婚記念祝 田中賢三君・和田幸男君・徳舛幸丈君（な

んどき牧場製品） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  ２月度ロータリーレートのお知らせ  

１＄＝１１０円 

◇ガバナー事務所より 

＊２０２０－２０２１年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱の

件  岩澤あゆみ会員・・・地区会員増強・会員維持委員会 副

委員長 

＊青少年交換 交換学生オリエンテーションのご案内  ◉３/７

（土） １５：００～１７：００  ◉第一相澤ビル６階 

＊２０２０年 ホノルル国際大会 地区ナイトについて  ◉６/７

（日） １８：００～ ◉シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル  

◉１人 １２，０００円  ◉着席ブッフェ形式（1 ドリンク付） 

◇ロータリーの友事務所より  ＊ロータリーの友 ２月号   

＊２０２０-２１年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い  ◉

１冊：６６０円 ◉注文締切・・・２/２５（火） 

◇新日本フィルハーモニー交響楽団 茅ヶ崎特別演奏会 団

体割引販売のご案内  ◉指揮：上岡敏之 

 ◉公演名…東日本大震災 復興祈念コンサート  ◉３/１１

（水） １８：３０開演（２０：３０終演予定） 

 ◉茅ヶ崎市民文化会館 大ホール ◉割引価格…Ｓ席 ６，００

０円 ⇒ ５，４００円 

 ◉演奏プログラム・・・ベートーヴェン 劇音楽『エグモント』 朗

読：坂東玉三郎 ・ 交響曲第５番『運命』  

◉茅ヶ崎市民文化会館 大ホール ◉割引価格…Ｓ席 ６，０００

円 ⇒ ５，４００円 

 ◉演奏プログラム・・・ベートーヴェン 劇音楽『エグモント』 朗

読：坂東玉三郎 ・ 交響曲第５番『運命』  

◇タウンニュース 
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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 

２／６ ２８８４ ４３ ４０ ３５ １ ４ ９０％  

１／２３ ２８８２ ４２ ３６＋２ ３６ １＋０ １ ９７．３７％ ９７．３７％ 

 

出席報告 小八木隆男会員 

スマイル報告 細井年春会員 

澤邑重夫君 トゥン君ようこそ。永田さん入会おめでとうご

ざいます。末永くロータリーを楽しんでまいりましょう！ 

杉本剛昭君 永田さん、入会おめでとうございます。トゥン

君ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。バレ

ンタインのチョコありがとうございます。来週末 15 日は IM

です。みなさまよろしくお願いいたします。 

小澤雅彦君 昨日、個人的な問題で程島先生に相談に乗って

いただきました。心よりの感謝を込めて本日はスマイルいた

します。ちなみに医療過誤などではありませんので、ご安心

を！ 

田中賢三君 米山のチン君、元気で頑張って！永田さん、よ

うこそ。これからよろしくお願いします。エンジョイロータ

リー！バレンタインチョコ、たいへん有難うございます。河

本さん、IM ソング CD をたいへん有難うございました。音

痴ですが練習しておきます。 

杉本行廣君 今年の誕生庚子の 84 才となります。日付は

2020.02.20 です。かの 226 事件の 6 日前でした。奇しくも

今日も 226 ですネ。 

和田幸男君 結婚祝ありがとうございます。永田さん、入会

おめでとうございます。 

北村公子君 誕生祝ありがとうございます。いつのまにかこ

の齢になってしまい、喜んでいいのか悲しいのか？元気が一

番だと思っています。 

伊藤留治君 諸事御祝の皆様おめでとうございます。永田さ

ん、入会おめでとうございます。RC での御活躍、期待して

います。 

吉田恵子君 永田さん、入会おめでとうございます。諸事お

祝い申し上げます。 

池上 實君 あと 2 週間程した 2 月 18 日になると、伊藤留

治氏におさそいを受けて本クラブ入会 49 年となります

（1971 年入会）。昨年 11 月・12 月に病を得て出席率 100%

達成できず残念ですが、ガンバリます。 

成田栄二君 永田さん、ご入会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。 

河本啓伸君 IM で熱唱予定の楽曲を収録したプレミアム

CD を皆様にバレンタインプレゼント致します。IM で一緒

に歌って下さい。確信犯的に置いて帰るのたげはやめてネ。 

大森久巳男君 永田君入会ようこそ。心から歓迎いたしま

す。諸事御祝の皆様おめでとうございます。 

大箭剛久君 本日配られている「抜粋のつづり」毎年１回い

ただいていますが、泣ける話かに笑える話までいろいろあっ

て、毎回楽しみ何しています。「ロータリーの友」より好き

かも．．．!?（水嶋さんスミマセン） 

水嶋 聡君 本日より新しい仲間が増えました。永田輝樹会

員よろしくお願い致します。皆様に幸有れ！P.S. 今週末よ

り社業による海外研修の為 IM はお休みさせて頂きます。 

加瀬義明君 誕生祝ありがとうございました。永田さん、入

会おめでとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

トゥン君ようこそ。 

富田桂司君 チンフュトゥン君ようこそ！新入会永田てる

じさん、お待ちしておりました。諸事お祝の皆様おめでとう

ございます。今日は盛りだくさんなので、いつもの報告はご

ざいません。引き続きがんばります。 

木村信一君 トゥン君お久しぶり。永田さん、入会おめでと

うございます。誕生お祝・結婚お祝の皆様おめでとうござい

ます。 

大竹孝一君 永田さん、入会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。 

木村邦佑君 暦の上では春。永田様ようこそです。楽しい時

間を過ごしましょう。 

橋本正一君 チンフュトゥン君こんにちは。新会員の永田さ

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 永田さん、入会おめでとうございます。よろし

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。

一昨日、辞令が出まして、正式にあと１年大好きな茅ヶ崎の

地で勤務できる事になりました。引き続きよろしくお願い致

します。 

伊藤和明君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

小八木隆男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。親睦

委員会反省会出席出来ず申し訳ありませんでした。 

熊澤孝之君 永田さん、入会おめでとうございます。諸事御

祝の皆様おめでとうございます。チンフュトゥンさん、よう

こそいらっしゃいませ。 

野中範郎君 インフル、コロナが怖いです。 

永田輝樹君 今回入会させて頂きました永田輝樹です。今後

とも御指導よろしくお願い申し上げます。永田さん、入会お

めでとうございます。RC での御活躍、期待しています。 

［本日 28 件、53,000 円です］ 

←米山奨学生チンフュトゥン君 

右）河本会員からのバレンタイ

ンプレゼント「IM歌唱予定CD」

と女性会員からのチョコ 


