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2021 年 4 月 8 日（木） 第２９２３回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 30
＝本日の例会行事＝
◇黙祷［杉本行廣会員ご逝去に際し］

◇杉本剛昭会員よりご挨拶⇒

◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」

◇諸事お祝い

◇会長報告
◎黙祷

◇委員会報告 60 周年実行委員会、雑誌

◇幹事報告

杉本行廣会員

２０２１年３月２３日 ご逝去
１９７２年５月２５日 入会
１９８７－８８年 第２８年度 会長
１９９３－９４年 分区代理
◎諸事お祝い
☆誕生祝

１月 澤邑重夫君・永田輝樹君

１２月分 ：

北村公子君
２月 杉本行廣君 ・ 田中賢三君 ・ 加瀬義明君
３月

和田幸男君

・ 岩澤あゆみ君

・ 大箭剛久君 ・

故・杉本行廣会員ご逝去に際しての黙祷

野中範郎君
４月 木村邦佑君 ・ 大竹孝一君

（デスクルーペ）

☆結婚記念祝
１月 大箭剛久君

１１月分 ：永田輝樹君

２月 田中賢三君 ・ 和田幸男君 ・ 徳舛幸丈君
３月 澤邑重夫君 ・ 杉田祐一君 ・ 細井年春君
☆皆出席表彰 ３月 池上 實君（５０年）
・田中賢三君（３
２年）
・半田朋子君（８年）
・中山冨貴子君（８年）
１１月分 北村公子君

（加賀蒔絵回転ラック）

皆出席表彰 田中・池上・北村・半田・中山の各会員。池上会員
には 50 年皆出席の快挙達成を祝して記念の盾が贈られました

◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より
＊４月度ロータリーレート

１＄＝１１０円

＊母

子の健康月間 リソースのご案内
◇ガバナー事務所より
＊地区大会余剰金ご返金のお知らせ 1 人当り：6,203 円
◇藤沢北ＲＣより

藤沢北ＲＣ ２０２１年６月をもっ

て解散のご挨拶 （１９６５年７月創設 ・ 現会員数 ８名）
◇寒川神社・茅ヶ崎海岸浜降祭保存会より 令和３年浜降
祭について中止のご連絡
結婚記念祝 大箭会長、永田・徳升・田中・和田の各会員

出席報告 細井年春会員

※例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています
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スマイル報告 伊藤和明会員

岩澤あゆみ君 久々のリアル例会、よかったです。オンライ

大箭剛久君＆杉田祐一君 久しぶりに皆さまと直接お顔を合

ン例会中は毎週池上先生のお家に伺い、とても楽しい貴重な

わせることができて、本当に嬉しいです。諸事お祝いの皆様

時間でした。実家に帰るような気持ちで伺ってました。杉本

おめでとうございます。杉本行廣会員のご逝去、本当に残念

先生にまたお会いしたかったです。
副会長をお引き受け頂き、

でなりません。これまでのご功績に感謝申し上げると共に、

その年度では何度も「君はよくやってるよ。自信をもちなさ

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

い」と言って下さいました。ちゃんと恩返しできなかったこ

田中賢三君

とが心残りです。あぁさみしい。先生に出会えてよかったで

杉本先生の御冥福を心よりお祈り申し上げま

す。トリプルでお祝いをいただき、たいへん有難うございま

す。本当にお世話になりました。

した。

木村信一君 しゃぼん玉 遠くへ遠く さりげなく

大箭剛久君 誕生祝と結婚記念祝を同時にいただき、ありが

木村邦佑君 春爛漫。本日は花まつり、お釈迦様の誕生日で

とうございます。お盆と正月が一度に来たというのはこうい

す。コロナの収束を祈りつつ、皆さまの笑顔に乾杯です。

う感じでしょうか。

安武 勝君 皆さんこんにちは。やっぱりメンバーの顔が見

和田幸男君 通常例会でできてよかったです。誕生祝・結婚

られる例会は良いですね。
このまま例会が続くよう願います。

記念祝ありがとうございます。

岩井

杉本剛昭君 父・杉本行廣の逝去に際しまして、たくさんの

き、とてもうれしいです。よろしくお願いします。

お気遣いとご厚情を賜り誠にありがとうございました。本日

野中範郎君

は父が例会出席時によくつけていたネクタイをしてまいりま

ー替えました。

した。一緒に例会参加している気分です。

永田輝樹君 久しぶりにお会いできてうれしいです。

成田栄二君 久し振りの例会、
皆さんお元気でなによりです。

伊藤和明君 皆様にお会いでき、うれしいです。新店のお祝

杉本先生の突然の訃報、大変ショックです。

ありがとうございました。

杉田祐一君 結婚記念祝をいただき、ありがとうございます。

［本日 25 件、77,000 円です］

泰君

ようやく皆さんと席をひとつにすることがで
6 月 16 日のゴルフコンペには参加します。パタ

北村公子君 杉本先生のご冥福お祈り致します。大変お世話
になりました。残念です。久しぶりのロータリー、皆さまに
お会いできてうれしいです。誕生祝ありがとうございます。
伊藤留治君 久しぶりの対面例会ですね。皆様のお元気そう
な御尊顔を拝し、本当に嬉しく思います。杉本行廣会員のご
冥福をお祈り申し上げます。池上さん、皆出席 50 年の快挙
おめでとうございます。推薦者として誇らしく思います。
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
中山冨貴子君 杉本先生のご冥福を心よりお祈り申し上げま
す。久しぶりの例会に出席でき、皆様のお顔拝見できて、と

結婚記念祝 細井・杉田・澤邑の各会員 新店祝の伊藤和明会員

ても嬉しいです。コロナが早急に終息することを祈るばかり
です。
吉田恵子君 皆様にお目にかかれてうれしいです。なかなか
思い通りにならない今日この頃です。
河本啓伸君 杉本行廣会員の訃報に触れ、驚き、静かに泣き
ました。いつも優しく叱ってくれた先輩のご冥福をお祈り致
します。皆様、もっこりお元気で、ご自愛を。
澤邑重夫君 杉本先生、さみしいです。
半田朋子君 皆様、久しぶりにお会い出来ましてとても嬉し

誕生祝 12 月・1 月 澤邑・北村の各会員 2 月 加瀬・田中の各会
員に加え、杉本行廣会員分を杉本剛昭会員が

いです。杉本さんの亡くなられたこと、残念です。ご冥福を
お祈り致します。
水嶋 聡君 皆様、対面例会お久しぶりでございます。私事
ではございますが、4 月を迎え、今年度息子が通っている平
塚江南高等学校にて PTA 会長となりました。今期は 100 周
年を迎える年です。記念事業も踏まえ、コロナウィルスのい
ち早い終息を願います。皆様に幸有れ！
加瀬義明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。池上
先生、50 年皆出席おめでとうございます。謹んで杉本先生の
ご冥福をお祈り申し上げます。

誕生祝 3 月 野中・大箭・和田・岩澤の
各会員 4 月 木村邦佑・大竹の各会員

