
 

◇歌唱 「君が代」「奉仕の理想」   ◇四つのテスト唱和［宇野雅仁会員⇒］ 

◇乾杯 ◇諸事お祝い  ◇会長挨拶  ◇幹事報告  ◇委員会報告［雑誌 他］  

◇卓話 「半期報告」 中山冨貴子会長・富田桂司幹事 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2023 年 1 月 5 日（木） 第２９９９回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 24 

 

＝本日の例会行事＝ 

◎幹事報告 

◆国際ロータリー日本事務局より   

◇１月ロータリーレートの通知  １＄＝１３２円    

◆ガバナー事務所より    

◇国際ロータリー第２７８０地区 ２０２５-２０２６年度ガバナー・ノミ

ニー確定宣言 

 ◉伊勢原ロータリークラブ  松下 孝会員 

◇２０２２－２０２３年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱の件 

  ◉地区研修委員会 委員長/パストガバナー/地区諮問委員会 

委員/地区指名委員会 委員・・・田中賢三会員 

  ◉補助金管理委員会 副委員長・・・中山冨貴子会員 

  ◉平和フェロー・奨学金委員会 副委員長・・・大箭剛久会員 

  ◇ロータリー奨学生帰国報告会のご案内   

◉２/１８（土）１５：４０～１７：００  ◉第一相澤ビル６階 「会議室」／

Ｚｏｏｍ会議室  ◉会費…会場 ２，０００円 

◆ロータリーの友事務所より  ◇ロータリーの友 １月号     

◆年賀状 （玉蘭荘・米山学友会・茅ヶ崎市文化・スポーツ振興

財団・茅ヶ崎青年会議所・小林拓也様 他） 着 

スマイル報告 水嶋 聡会員 

中山冨貴子君＆富田桂司君 新年あけましておめでとうござ

います。ほんもどうぞよろしくお願い申し上げます。諸事お祝

いの皆様おめでとうございます。 

大箭剛久君 明けまして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。この 1 月で当社も創業 100 周年を迎

えました。元日に初日の出を見に行った際、繰り返す波音に祖

父から父へと綿々と受け継がれてきた日々の重さを改めて感

じました。「波音や 百周年の年の朝」 

山口利通君 皆様、おめでとうございます。今年も健康には注

意しましょう。結婚記念祝本当にうれしいです。有難うござい

ます。 

田中賢三君 明けましておめでとうございます。諸事お祝い

の方々、お祝い申し上げます。本年もよろしくお願いします。

中山会長、水嶋さん、年賀タオルたいへん有難うございます。 

和田幸男君 あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い致します。諸事お祝いの皆さん、おめでとうござい

ます。 

吉田恵子君 明けましておめでとうございます。京都で皆様

の繁栄をお祈りしてまいりました。 

加瀬義明君 皆様、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

成田栄二君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 

澤邑重夫君 みなさま、あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いいたします。また、誕生祝ありがとうござ

います。今年から友人がどんどん還暦になっていきますが、早

生まれの私は来年なので、こういうときは得した気分です。 

半田朋子君 あけましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願いします。 

杉田祐一君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。諸事お祝いの皆様おめでとうござい

ます！ 

木村信一君 あけましておめでとうございます。諸事お祝い

の皆様おめでとうございます。 
左）乾杯発声の田中賢三会員 右）雑誌紹介の吉田会員 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝  澤邑重夫君・菅野 敦君  

歌唱：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  山口利通君・大箭剛久君・橋本正一君・宮本英

義君 （ペアカップ） 

◎配偶者御命日  吉田恵子君  （アレンジメントフラワー） 

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 

１／５ ２９９９ ４３ ４１ ２９ １ １１ ７３．１７％  

１２／１５ ２９９７ ４３ ４０＋１ ３２ ４＋２ ３ ８７．８０％ ９２．６８％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 伊藤和明会員 

左）誕生祝の澤邑・菅野両会員 中）配偶者命日の吉田会員 右）結婚記念祝の大箭・山口・橋本・宮本の各会員 

杉本剛昭君 みなさまあけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い申し上げます。諸事お祝いのみなさまお

めでとうございます。来週は 3000回記念例会です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

北村公子君 新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願い致します。庭の蝋梅も咲き始め、春を感じだしました。楽

しい一年であるようがんばります。 

小澤雅彦君 2003 年の元旦、何か良いことをしようと、My 

Rotary から寄付をしてみました。目指せ My Rotary 登録

100%！ 

木村邦佑君 謹賀新年。諸事お祝いの皆様おめでとうござい

ます。昨年はクリスマス例会、お陰様で楽しくできました。有

難うございます。入会以来、一度も食事をちゃんと食べたこと

がないので、今年こそは自席でゆっくりと食べたいです。 

橋本正一君 皆さん、新年あけましておめでとうございます。

今年も楽しい一年、楽しいロータリーにしましょう。 

大竹孝一君 皆様、新年あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。今朝、東京太田市場へ初セリに行

ってきました。毎年、野菜で作った宝船が出品されます。昨年

は 3 艘、今年は 6 艘。2 倍の良い年になりますように。あと

でラインに写真を載せます。 

安武 勝君 明けましておめでとうございます。本年も学び

楽しみ奉仕しましょう。 

伊藤和明君 昨日、毎年 1 月 4 日に行われています大森さん

の会社のコンペに参加しました。楽しい一日を過ごしました。

今年も宜しくお願いします。 

細井年春君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 

菅野 敦君 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い致します。 

宇野雅仁君 新年あけましておめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願い申し上げます。諸事お祝いの皆様おめ

でとうございます。 

佐藤則夫君 明けましておめでとうございます。諸事お祝い

の皆様おめでとうございます昨年中はお世話になりました。

今年もよろしくお願い致します。 

水嶋 聡君 明けましておめでとう御座います。本年もよろ

しくお願い致します。皆様に幸有れ！ 

［本日 26件、48,000円です］ 

卓話「会長・幹事 半期報告」 

中山富貴子会長 

これまでの半年を振り返ります。 

8 月の創立記念例会では地区内外からたくさんのゲスト

にお越しいただき、クラブを知ってもらう機会となりま

した。木村邦佑さんに中心になってもらって新たに取り

組み始めた子ども食堂も回を追うごとに、認知度も高ま

りつつあります。また、継続事業の植栽も駅を使う人たち

に少しでも安らぎを、ということで喜ばれています。 

先日のクリスマス家族例会は、事務局の中澤さんが体調

不良ということもあり、とても不安でしたが、親睦委員の

皆さんのご協力でどうにか無事開催することができまし

た。 

会員はこの半期で 4 名増加し、新会員には一人ずつメン

ターを付ける制度も開始しました。 

これからは 1月 12日の 3000 回例会、親・子クラブの会

長・幹事を招いて、新たな茅ヶ崎ロータリークラブを披露

したいと思います。 

1 月 25日には、東京世田谷 RCへの移動例会と橋本会員

のお導きで職業体験で築地本願寺へも行くことになって

います。 

3 月 5 日には寒川神社参集殿での IM、5 月には親睦家族

旅行も予定されています。残る半年も何卒よろしくお願

い致します。 

 

富田桂司幹事 

コロナ禍からやや解放され、ここ数年で最も活動ができ

ている感があります。 

7 月、東京世田谷 RC にも参加いただいたビーチクリー

ン、新会員歓迎会、8 月の 62 周年創立記念例会、9 月の

ガバナー公式訪問、10月地区大会、12月クリスマス家族

例会、木村邦佑委員長が中心になって楽しいものになり

ました。 

これからは来週に控えた 3000 回例会を是非成功させた

い、ということに加えて、IM、国際大会、家族旅行とい

ったイベントに参加することで、クラブ愛と親睦を深め、

ロータリー活動をより有意義なものにしたいと思いま

す。ご協力よろしくお願いいたします。 


