
  

◇歌唱  「君が代」「奉仕の理想」      ◇四つのテスト唱和［杉田会員→］ 

◇諸事お祝い     ◇入会セレモニー［菅野 敦会員］ 

◇会長挨拶     ◇幹事報告   ◇委員会報告［親睦 他］  
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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 

2022 年 4 月 7 日（木） 第２９６５回例会 天候：晴れ 司会：富田桂司副幹事 No. 32 

 
＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介   

秋本一茂様（（株）ジェイコム湘南 局長）、池上敏子様 

◎入会セレモニー［ロータリーイニシャルセット授与］ 

菅野 敦会員 

◎諸事お祝い  

☆誕生祝  １月 永田輝樹君 ２月 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・野中範郎君・古知

屋光洋君・小澤雅彦君・横山博行君 

４月 木村邦佑君 ・ 大竹孝一君  （快飛セット）   

☆結婚記念祝  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  ４月 加藤 寛

君 ・ 横山 貢君 （山鉄セット） 

☆皆出席表彰 ３月 田中賢三君（３２年） ・ 半田朋子君（８年） ・ 

中山冨貴子君（８年） １１月 北村公子君（６年）  (なんどき牧場

セット) 

◆ガバナー事務所より   

◇次年度クラブ幹事研修開催のご案内  ◉５/１４（土） １

３：００～１５：００ ◉開催場所は藤沢商工会館ミナパーク 

◇２G・３G合同チャリティーコンサート「Hopeful Harmony」

のご案内 ◉６/１１（土）茅ヶ崎市民文化会館 

◆米山梅吉記念館より  ◇館報 ２０２２春号Ｖｏｌ.３９  

＊賛助会ご入会のお願い 

◎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のお知らせ  １ドル＝１２２円 

◇Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹへ次年度クラブ情報・次年度クラブ役員

情報の提出依頼（４月末日まで） 

◇日本事務局は、新型コロナウィルス感染者数の発症状況を鑑

みて、５/６（金）までの間 在宅勤務を延長します。 

（電話・郵送物による対応が叶いませんので、Ｅメールまたは

ＦＡＸでご連絡ください。） 

左）新入会の菅野会員 右）故・池上實会員令夫人敏子様 

誕生祝 前列左より 木村邦佑・小澤・古知屋会長・田中・

永田の各会員、後列左より 加瀬・岩澤・野中・和田・大

箭・横山博行・大竹の各会員 

左）木村信一ソングリーダー 

右）直前幹事の杉田会員。前年

度年次報告配布のお知らせ 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


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 

４／７ ２９６５ ３９ ３８ ３７ ０ １ ９４．８７％  

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 吉田恵子会員 

結婚記念祝 後列左から杉田・徳舛・和田・澤邑・横山貢・

細井・加藤の各会員。前列は古知屋会長と田中会員 

スマイル報告 大箭剛久会員 

池上敏子様 「やっと皆様のお顔をみながらの例会、嬉しい

ですね」とニコニコしながら主人は云うでしょう。大好きな

ロータリー、会員の皆様に支えて頂きながらの 50 年。ロー

タリーと共に過ごしたこの歳月、たくさんの素晴らしい想い

出を頂きました。本当に有難うございました。 

古知屋光洋君 久しぶりのリアル例会、みなさんの笑顔が見

れてうれしいです！このまま例会が出来る事お祈りします。 

加瀬義明君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。池上敏

子様ようこそお越し下さいました。ごゆっくりお過ごし下さ

い。菅野さん、今後とも宜しくお願い致します。秋本さんよ

うこそ。中澤さんが入院中の為、事務の不手際お許し下さい。 

田中賢三君 池上實先生の御冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 

加藤 寛君 結婚記念祝有難うございます。何年前だったっ

け？ 

和田幸男君 皆さん、お久しぶりです。お祝ありがとうござ

います。 

水嶋 聡君 皆様こんにちは。令和 4 年 4 月をむかえ、むす

こは高校を卒業しましたが、私は PTA 会長 5 月総会まで任

期で平塚江南高校 100 周年記念事業をひかえております。5

月 13 日平信ホールにて行い、当日は J コム湘南さんにおて

つだい頂き、ユーチューブ配信を生で行います。その後、総

会を行いお役御免となります。むすこはこの春国立信州大学

医学部医学科に合格致しました。皆様に幸有れ！ありがとう

ございました。 

杉田祐一君 秋本一茂様、池上敏子様ようこそいらっしゃい

ました。菅野さん、入会おめでとうございます。結婚記念祝、

ありがとうございます。 

北村公子君 桜の花も満開です。久しぶりの例会、皆様にお

会いできてうれしいです。池上さん奥様よくいらっしゃいま

した。池上先生がとなりにいらっしゃらないのがさびしいで

す。諸事お祝の皆様おめでとうございます。皆出席表彰あり

がとうございました。 

伊藤留治君 野中さんお疲れ様でした。秋本さん、よろしく

お願いします。 

山口利通君 菅野部長、入会おめでとうございます。野中君、

ご苦労様でした。秋本さん、ようこそ。 

吉田恵子君 転勤される野中さん、新しく入会される秋本さ

ん。この時期は何かと大変ですね。久しぶりに皆様とお会い

出来て大変うれしいです。 

中山冨貴子君 皆様お元気でお目にかかれて嬉しいです。池

上先生奥様、お越し頂きありがとうございました。JCOM 秋

本さんようこそ。これから宜しくお願いします。菅野さん、

ご入会おめでとうございます。 

小澤雅彦君 先月地区大会の日に 50 歳を迎えました。鏡を

見ると白髪が目立ってきましたが、気持ちだけは若く、頑張

りたいと思います。 

木村邦佑君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。秋本様、

ようこそ。これからもよろしくお願いします。 

大竹孝一君 ひさしぶりのリアル例会うれしいです。4 ケ月

分の諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲスト秋本様

ようこそ。菅野様入会おめでとうございます。 

成田栄二君 久しぶりの例会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。ゲストの秋本さん、池上令

夫人ようこそ！ 

大森久巳男君 諸事お祝の皆様方おめでとうございます！ 

半田朋子君 皆様お久しぶりにお会い出来て嬉しいです。入

り口のお花もとてもきれいでよろこんでいるようです。 

 

河本啓伸君 久しぶりの例会、嬉しいですね。池上敏子様よ

うこそ。菅野さん入会おめでとうございます。4 月 30 日（土）

に渾身のライブをやりますので、皆様是非。秋本さん、入会

早々ですが、ライブ後援張り切ってお願いします。 

澤邑重夫君 集まれるというのは本当に楽しいですね。私は

横須賀に行ったり、小倉に行ったり、越後湯沢に行ったり、

南口に行ったり、ニワトリの世話とかしていました。これか

ら親睦活動目白押しで、がんばりたいと思います。 

杉本剛昭君 ゲスト秋本様ようこそお越しくださいました。

諸事お祝の皆様おめでとうございます。先週末、横須賀から

門司までフェリーに乗って出かけてきました。23 時間かかり

ましたが、露天風呂や BBQ なども楽しめ、なかなか快適な

旅でした。おススメです。 

木村信一君 池上敏子様いらっしゃいませ。諸事お祝の皆様

おめでとうございます。 

安武 勝君 諸事お祝い申し上げます。田中さん、半田さん、

中山さん皆出席おめでとうございます。 

野中範郎君 みなさま、本当にお世話になりました。一生の

思い出となりました！ 

横山博行君 誕生祝ありがとうございます。ロータリー例会、

やはりリアル開催がいいですね。リアル開催が続くことを願

っています！ 

永田輝樹君 菅野さん、ご入会、そして秋本さんゲスト参加

おめでとうございます。過ごしやすい季節になりましたね。

楽しんでいきましょう！ 

柾木太郎君 良い天気ですね！ 

菅野 敦君 本日例会初参加となります。今後ともよろしく

お願い申し上げます。 

大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。先日、ゴルフ同

好会主催の野中さん送別会で一句読めとムチャぶりされて、

スベリ倒してしまいました。リベンジの一句「野中さん バ

ニーの店で 会いましょう」（シンプルイズベスト） 

［本日 30 件、116,000 円です］ 
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