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2021-2022 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 62代会長 古知屋光洋 

第 62代幹事 加瀬 義明 

2021年 10月 14日（第 2944回）＆21日（第 2945回）例会 スマイル 

【2021.10.14 第 2944回例会分スマイル】 

古知屋光洋君 久しぶりのリアル例会、今までの日常がい

かに良い日常だったか改めて感じました。 

加瀬義明君 緊急事態宣言が明けたら急に忙しくなったこ

の頃です。それでも感染対策は気をつけないとですね！ 

山口利通君 本日は３つの御祝ありがとうございます。私

は出席免除者なので、皆出席表彰は申し訳ないです。柾木さ

ん、ご入会おめでとうございます。期待しております。 

田中賢三君 古知屋会長の御尊父様の御冥福を心よりお祈

り申し上げます。諸事お祝いの皆様、おめでとうございま

す。柾木会員、今日のスピーチよろしくお願いします。 

小澤雅彦君 結婚記念祝をありがとうございます！おかげ

さまで結婚 20年となりました。忍耐も必要でしたが、よう

やく結婚のよさがわかってきた気がします。 

池上 實君 皆様おひさしぶりです。小生 9月 20日 85 回

目の誕生日を迎えました。おかげ様でなんとか元気に過ご

しています。今後ともよろしくお願いいたします。 

中山冨貴子君 お久しぶりに例会場でお元気な皆様にお会

いすることが出来まして、本当に嬉しいです。諸事お祝いの

皆様、おめでとうございます。私も誕生月との事、ありがと

うございます。 

北村公子君 いっぺんに秋になりました。久しぶりに皆様

に会えて嬉しいです。諸事お祝いの皆様、おめでとうござい

ます。柾木さん、イニシエーションスピーチ楽しみです。 

木村信一君 「色取りの 君の笑顔は 秋模様」誕生祝あり

がとうございます。ちなみに私の句ではありません。 

伊藤留治君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。皆

出席 59年になりました。表彰ありがとうございます。柾木

さん、イニシエーションスピーチ楽しみにしています。 

吉田恵子君 久しぶりに皆さんに会えてとてもうれしいで

す。長野の鹿教湯温泉に行ってまいりました。今回は少しゆ

っくり出来ました。何もない山の中です。松茸は今年豊作だ

ったそうです。 

安武 勝君 結婚祝ありがとうございます。例会はやっぱ

りリアルが良いですね。このままコロナが終息しますよう

に願います。 

安武 勝君 結婚祝ありがとうございます。例会はやっぱ

りリアルが良いですね。このままコロナが終息しますよう

に願います。 

河本啓伸君 お久しぶりにお会いできて嬉しいです。11/13

（土）に 2年ぶりのワンマンライブを JCOMさんのお力を

お借りして開催することになりました。チケットは売るほ

ど余っていますので、是非お声掛け下さい。今回は有料ライ

ブ配信も行いますので、私の飛沫を絶対に浴びたくないと

いう方は、配信もご考慮下さい。 

和田幸男君 柾木さん、イニシエーションスピーチお疲れ

様です。成田研修委員長、委員会、都合により欠席します。 

澤邑重夫君 諸事お祝いのみなさま、おめでとうございま

す。さて、我が家のニワトリさんはメスが 2 羽ふえて 4 羽

になり、オスはとてもいそがしそうです。また、先週の土曜

日に長女が彼を連れてきて、結婚したいとか言って帰って

ゆきました。新しい親せきが増えてしまうのでしょうか。あ

ーあ。 

半田朋子君 皆様、久しぶりにこんにちは。諸事お祝いの皆

様、おめでとうございます。 

大箭剛久君 知らぬ間にすっかり秋めいてまいりました。

つい 1 ケ月程前まで、ワクチンが行き渡らないとか言って

いたのに、今では集団接種会場も閑散としているようです。

せっかくのワクチンが無駄になりませんように。 

水嶋 聡君 皆様ら幸有れ！お久しぶりの対面例会です

ね。いち早いコロナウィルスの終息を願います。 

富田桂司君 たくさんの諸事お祝いの方々おめでとうござ

います。久々の例会場いいですね！先日、テレビで市内の飲

食店でドライブスルーをはじめたお店があるとのことにて

取材されておりました。なんと、なんどき牧場さんでした。

例会後に行ってみます。自転車で！柾木さん、イニシエーシ

ョンスピーチよろしくお願い致します。 

木村邦佑君 古知屋会長御尊父様の御冥福をお祈り致しま

す。対しまして、諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

橋本正一君 諸事お祝いの皆さん、おめでとうございます。

コロナが小康状態ですね。このまま収まってくれればいい

ですね。 
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橋本正一君 諸事お祝いの皆さん、おめでとうございます。

コロナが小康状態ですね。このまま収まってくれればいい

ですね。 

大竹孝一君 柾木さん、イニシエーションスピーチたのし

みにしています。 

岩井 泰君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。暑

かったり寒かったりですが、日に日に秋めいています。お体

に気を付けて。 

野中範郎君 今年はギックリ腰にならないよう、気をつけ

ます！ 

横山博行君 古知屋会長、ご尊父におかれましては心より

お悔やみ申し上げます。結婚記念祝、ありがとうございまし

た。 

柾木太郎君 良い天気となりました。10月というのに夏の

終わりの様ですが、空が高く、秋の足音が大きくなりまし

た。本日からよろしくお願い申し上げます。 

［本日 26件 54,000円です］ 

【2021.10.21 第 2945回例会分スマイル】 

城田英昭様（茅ヶ崎湘南 RC会長） 本日はお招き頂きまし

て、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

古知屋光洋君 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ城田会長、卓

話楽しみです。よろしくお願いいたします。 

加瀬義明君 誕生祝の皆様おめでとうございます。茅ヶ崎

湘南ロータリークラブ会長・城田様、本日の卓話よろしくお

願い致します。 

杉本剛昭君 城田様ようこそお越しくださいました。卓話、

拝聴させていただきます。よろしくお願い申し上げます。誕

生祝ありがとうございます。昨日、東京世田谷 RC の例会

に参加してきました。ちょっとだけボウリングが上手くな

って帰ってきました。 

伊藤留治君 城田会長、卓話よろしくお願いします。 

池上 實君 9 月の誕生祝を頂きました。85 歳の無事を自

分でもロータリーのお陰と感じています。皆様に心より感

謝を！ 

田中賢三君 茅ヶ崎湘南 RC の城田会長、たいへんお世話

になり、有難うございます。今日もまたよろしくお願いしま

す。諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。 

成田栄二君 ゲストスピーカー城田会長ようこそ！誕生祝

の方々おめでとうございます。所用のため早退します。 

河本啓伸君 湘南ロータリーの城田様、ようこそ。11/13

（土）のライブチケットは絶賛在庫中です。いつでもお声掛

け下さい。尚、今回は配信も致しますが、ライブをやってい

る時間帯じゃなくても好きな時間に見られますので、是非

どうぞ。いやいや、けして押し売りではありませんヨ。 

和田幸男君 茅ヶ崎湘南 RC 城田会長、卓話よろしくお願

い致します。 

澤邑重夫君 城田さんようこそ。本日の卓話よろしくお願

い致します。さて、昨日はごちそうさまでした。そして、散

財させてしまい、大変申し訳ございませんでした。竜宮城は

楽しすぎ、時のたつのも忘れ、気がついたら次の日でした。 

岩澤あゆみ君 城田会長、本日はお忙しい中、こころよく卓

話をおひきうけ下さい、ありがとうございます！卓話楽し

みにしております。 

中山冨貴子君 秋を感じる間もなく、冬の寒さがまいりま

した。皆様、風邪などひかれませんようになさって下さい。

城田茅ヶ崎湘南会長、卓話どうぞ宜しくお願い致します。 

杉田祐一君 茅ヶ崎湘南 RC 城田会長、ようこそいらっし

ゃいました！諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。城

田会長、卓話楽しみにしております。 

吉田恵子君 富士山が雪帽子をかぶりました。今朝は寒か

ったですね。茅ヶ崎のコロナゼロが続いています。ほっとし

ます。城田様、卓話楽しみです。 

大箭剛久君 阿蘇山の噴火の映像、すごかったですね。ちょ

うどドラマで「日本沈没」のリメイクが始まったところなの

で、変に結びついてしまいました。日頃の防災意識を高めな

いと。 

水嶋 聡君 茅ヶ崎湘南 RC 城田会長いらっしゃいませ。

誕生祝、ありがとうございます。皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 諸事お祝いの皆様、おめでとうございます。城

田会長、卓話宜しくお願い致します。 

北村公子君 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ城田会長、卓話

よろしくお願い致します。いっきに冬になってしまいまし

た。健康管理に気をつけなければと思います。 

木村信一君 城田様いらっしゃいませ。本日はお楽しみ下

さい。 

小澤雅彦君 誕生月の皆さまおめでとうございます。茅ヶ

崎湘南 RCC 会長城田様ようこそ！卓話楽しみにしており

ます。 

伊藤和明君 先日行われた 6 ロータリークラブ親睦ゴルフ

大会で茅ヶ崎 RC は団体戦 3 位になりました。参加された

方、お手伝い頂いた方、お疲れ様でした。 

永田輝樹君 リバウンド防止期間もあと少しですね。注意

しながら日常を楽しみましょう！今日は地元です。よろし

くお願い致します。 

石田貴一君 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ城田会長、よう

こそお越しくださいました。卓話拝聴させて頂きます。 

［本日 24件、30,000円です］ 

上）14日スマイル報告担当の

徳舛会員と 21 日スマイル報

告担当の石田会員 

左）新入会の柾木太郎会員 

この 2 年間、コロナの影響でスマイルが減少して
います。今年度も 2ケ月間、ZOOMでのオンライ
ン例会がありましたので、懸念されています。会
員の皆様、スマイルをよろしくお願い致します。 


