
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」     ◇四つのテスト唱和［水嶋会員］⇒ 

◇表彰・諸事お祝        ◇会長挨拶・理事会報告    

◇幹事報告   ◇委員会報告 雑誌 他   ◇年次総会 
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第 55代会長 澤邑 重夫 

第 55代幹事 古知屋光洋 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2014 年 12 月 4 日（木） 第２６５３回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 22 

◎ゲスト・ビジター紹介 

薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝 程島利通君・西山国男君・北村公子君 （くまじ

セット）  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・加瀬義明君・

杉本剛昭君 (なんどきセット) 

☆皆出席表彰  程島利通君（２４年）  （麦茶セット） 

○平井会員夫人ご命日 １２月１日 (花籠) 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  ガバナー月信 Ｖｏｌ.５号 

◇日本初ロケット燃料開発実験の地記念碑建立実行委員

会より  委員会の開催について（通知） 

 ・１２/１５（月）１８：００～２０：００ ・茅ヶ崎市役所本庁舎６

階 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 

親睦［岩澤会員］：12月 18日（木）コルティーレにて

クリスマス家族会の確認。１月 29 日 18:00～新会員歓

迎会開催。 

雑誌［池上会員］：ロータリーの友 12 月号注目記事紹

介 

◎例会変更 

☆寒川 

１２/２２（月） ⇒ １２/２０（土） １７：００点鐘 マッカーサー・

ギャレッジ（本厚木）ビジター費：10,000 円 （クリスマス家族

移動例会） 

１２/２９（月） 休会 （クラブ定款による） 

2015 年 １/５（月） ⇒ １/７（水） １７：００点鐘 ビジター費：

5,000円 (新年賀詞交歓会) １/１２（月） 休会  

☆平塚西 

１２/２４（水） １８：３０点鐘 コルティーレ茅ヶ崎 （年末家族親

睦クリスマス会） １２/３１（水） 休会  

☆平塚南 

１２/１９（金） １８：００点鐘 平塚プレジール （家族親睦クリス

マス会） 

１２/２６（金） ⇒ １２/２７（土） 身障者作業所「ありんこの会」 

（もちつき大会） 2015年 １/２（金） 休会 

１/９（金） １８：００点鐘 （新年会） 

◎会報着 台北西北・相模原・綾瀬 

＝１２月度定例理事会議事録＝ 

１．年次総会について 

 澤邑会長より本日例会時間中に年次総会を行なう旨説

明があり了承された。 

２．新入会員歓迎会報告及びクリスマス家族会について 

 岩澤親睦委員長より別紙の通り報告があり了承された。 

３．その他 

①55周年事業について 

 平成 28年 6月に予定する。 

②平成 27 年 1 月 29 日の夜間例会を新会員歓迎会とし、

併せて追悼記念の卓話を田中ＧＥが行なう事とする。 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 半田朋子会員 

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 

１２／４ ２６５３ ４２ ３６＋６ ３６ ０ ６ ８５．７１％  

１１／２０ ２６５１ ４２ ３６+３ ３０ ３＋１ ５ ８４．６２％ ８７．１８％ 

 
スマイル報告 大木 暁会員 

澤邑重夫君 薗さん、ようこそ。バナー交換ありがとう

ございます。本日は年次総会です。何卒よろしくお願い

いたします。 

古知屋光洋君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

下里洋一君 結婚祝をありがとうございます。 

平井 茂君 亡き妻にお花をありがとうございます。今

年は 17回忌でした。 

程島利通君 誕生祝有難うございます。今日が誕生日で

す、私の．．． 

北村公子君 今月誕生日を迎えます。今回はいつもと違

う区切りの日という気持ちがいたします。人生長いよう

で短いです。これから充実した日々であるよう願いつつ

生活していきます。 

吉田恵子君 結婚月のお祝を頂きありがとうございま

した。年末に向かって行事が増え、慌ただしい日を送っ

ています。 

杉本剛昭君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。ま

た、結婚記念お祝いありがとうございます。 

伊藤留治君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

出口敬純君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

西山国男君 誕生祝ありがとうございます。50 歳にな

ります。これからも宜しくお願いします。 

田中賢三君 東京銀座ＲＣ薗さん、こんにちは。たびた

びのメーキャップ有難うございます。諸事お祝の方々お

めでとうございます。 

大森久巳男君 諸事御祝の皆様おめでとうございます。 

加藤 寛君 寒いのでお風邪などに気を付けて。 

和田幸男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。本

日の年次総会、指名委員長としてよろしくお願いしま

す。 

池上 實君 御誕生日、結婚記念祝の皆様おめでとうご

ざいます。ご夫人命日の平井さんに黙とう。 

杉本行廣君 諸事お祝の諸氏・淑女の方々おめでとうご

ざいます。寒くなりました。お身体に気をつけて下さい。 

小林 亨君 諸事お祝の方々おめでとうございます。 

富田桂司君 昨日はクリスマス会の打合せにて、有志の

方々と集合させて頂きました。初めてのことなので大変

楽しみです。２週間後まで準備頑張ります。 

半田朋子君 皆さんこんにちは。諸事お祝申し上げま

す。今、ロータリーに来る途中、ゆるキャラの“えぼし

まろ”を見かけました。何となく笑顔になりました。皆

様にスマイル。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

河本啓伸君 吉田さん、先日はありがとうございまし

た。12月 27日、文化会館大ホールにて、茅ヶ崎地区公

立高校吹奏楽部が一堂に会して「５高祭」が行われます

ので、皆さん是非お越し下さい。 

杉田祐一君 東京銀座ＲＣ薗様、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。 

 

加瀬義明君 結婚祝ありがとうございます。ストレスと

過労が原因で右目が網膜剥離してしまい、視界が悪くて

困ってます。少し仕事もセーブして行きたいと思ってま

す。皆様もお気をつけ下さい。 

横山 貢君 本日諸事お祝の方々おめでとうございま

す。今週 12 月 7 日の日曜日は茅ヶ崎中央公園で第１回

かながわグルメコンテストがあり、120店舗出店します。

お時間のある方は是非足を運んでみて下さい。 

小澤耕一君 諸事お祝の方々おめでとうございます。 

中山富貴子君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。

12月に入り、突然に寒さが厳しくなってまいりました。

皆様、ご自愛なさって下さいませ。 

岩澤あゆみ君 諸事お祝の皆様おめでとうございま

す！12月 18日はいよいよクリスマス会です！沢山のご

家族と共に、心あたたまる時間をすごせたらと思いま

す。みな様、ご出席よろしくお願いします。 

大木 暁君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

［本日 29件、53,000円です］ 

 

 


