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＊＊＊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

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「我等の生業」

◇諸事お祝

◇会長挨拶・理事会報告

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦、雑誌

他

◎ゲスト・ビジター紹介
小山田安利様(半田・中山会員ゲスト・㈱オーゼン) 大木聡子様
（大木会員令夫人）
◎諸事お祝い
☆誕生祝 伊藤留治君・杉田祐一君・大木暁君・品田和也君
（なんどき牧場セット） お祝いの歌：おめでとうロータリアン
☆結婚記念祝 大木暁君❤聡子様・池上寮君・古知屋光洋
君・清水賢一君・岩澤あゆみ君・品田和也君・畠田宏治（花束・く
まじセット）
☆皆出席表彰 程島利通君(25 年) 杉本剛昭君(1 年)(北村水産
セット)
○中山会員ご夫君ご命日 11 月 2 日(花龍)
◎理事会報告・会長挨拶
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊“第８回新会員の集い”一会員相互の親睦と意見交換の会登
録の依頼
・2016 年 2/12(金)～13(土)・箱根湯本ホテル・会費:12,000 円
◇ロータリーの友事務所より ロータリーの友 11 月号
◇乃羽バレエより 地区大会本会議アトラクション出演の礼状
◇タウンニュース(田中賢三ガバナーの記事が掲載されていま
す)
◇リビング湘南(RI 第 2780 地区地区大会の記事が掲載されてい
ます)
◇AMDA 社会開発機構より 「年次報告書 2014」
◎会報 着 台北西北・鎌倉中央
◎委員会報告
６ＲＣゴルフ大会［清水会員］
：程島会員が個人で３位入賞、
そのお陰もあって団体戦も準優勝となりました。
親睦［水嶋会員］
：11/19 田中ガバナーご苦労様会の確認と
12/24（木）クリスマス家族会の確認。ペットボトル回収の
報告。茅ヶ崎ＲＣ10/19 時点で 125.58kg。
雑誌［斉藤会員］
：ロータリーの友 11 月号注目記事の紹介

①2780 地区・地区大会打ち上げについて
11 月 20 日・18：00 よりなんどき牧場で行うことでの確認
②クリスマス親睦家族例会の件
水嶋親睦委員長より事業計画書の提出があり承認
③7～9 月会計報告
杉田会計より報告があり承認
④神奈川ブランド鮎稚魚放流事業について
大森会長より会長幹事会で 6RC 合同で平成 27 年 4 月 24 日、寒川
の神川橋で行うことで調整している旨を報告
⑤ソウル国際大会について
大森会長より現在の全体での参加者は 460 名位で 600 名を目指し
ているため当クラブでもより参加者の動員をお願いしたいとの
報告
⑥職業奉仕月間・工場見学について
加瀬職奉仕委員長より平成 27 年 1 月に日本精麦（田中ガバナー）
の工場見学予定の報告
⑦青少年交換留学生支援金（綾瀬春日 RC）について
大森会長より綾瀬春日から例年通り 1 人 1000 円の負担金のお願
い。承認
⑧その他
・清水会長エレクトより次年度理事の報告があり。承認
・大森会長より新会員小澤雅彦様の報告があり 承認
・新会員の集い（27 年 2 月 12・13 日箱根湯本ホテル）の対象者
は 5 年未満のメンバーまで拡大されたとの報告あり
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スマイル報告 岩本好正会員
大森久巳男君＆横山貢君 諸事お祝いの皆様おめでとうござ
います。大木会員令夫人・聡子様ようこそ。小山田安利様よ
うこそいらっしゃいました。入会、心から歓迎致します。池
上先生いつもいつも写真ありがとうございます。
池上 實君 結婚記念祝有難うございます。51 年目に入りま
したが仲良しです。妻はソロプチミストの大会で四国に出掛
けており本日はお招き頂きましたが、欠席いたしております。
田中賢三君 大木さん御夫妻、結婚祝たいへんおめでとうご
ざいます。諸事お祝いの皆様たいへんお目出とうございます。
小山田様、これからよろしくお願い致します。
清水賢一君 諸事お祝いのみなさまおめでとうございます。
私も結婚祝をいただきまして、ありがとうございます。先日
の６クラブゴルフ大会参加のみなさまご苦労様。程島先生の
活躍で、見事準優勝でした。
程島利通君 ６クラブゴルフ大会、入賞させて頂きましたの
で。
杉本剛昭君 小山田様、大木令夫人ようこそお越し下さいま
した。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。私も皆出席
を表彰して頂きありがとうございます。なかなか濃密な１年
だったと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
杉田祐一君 小山田様ようこそいらっしゃいました。楽しん
でいって下さい。誕生祝ありがとうございます！
大木 暁君 本日は結婚記念祝ならびに誕生祝を頂きまして
ありがとうございます。家内も参加させて頂きます。よろし
くお願い致します。
畠田宏治君 諸事お祝のかたがた、誠におめでとうございま
す。私も祝っていただき、ありがとうございます。22 日（い
い夫婦の日）で、早 28 年です。
伊藤留治君 大木様・小山田様ようこそお越し下さいました。
諸事お祝いの皆様おめでとうございます。誕生祝ありがとう
ございました。
中山富貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。小
山田安利様ようこそおこし下さいました。これから宜しくお
願いいたします。主人にお花をありがとうございます。
小林 亨君 お客様ようこそ！諸事お祝いの方おめでとうご
ざいます。
加瀬義明君 小山田様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでと
うございます。中山さんの御主人のご冥福をお祈り申し上げ
ます。
成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。ゲス
トの小山田様、楽しんでいって下さい。
杉本行廣君 11 月の諸事お祝いの皆様を祝福して。ゲストの
小山田様ようこそ。
出口敬純君 ゲストの小山田さん、大木聡子さん、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。６クラブゴルフお疲れ様。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
山口利通君 大木君ご夫妻、結婚祝おめでとうございます。
吉田恵子君 ゲストの小山田様、大木さん奥様ようこそ。諸
事お祝い申し上げます。
和田幸男君 入会予定者の小山田さん、ようこそ。
加藤 寛君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
品田和也君 小山田様ようこそいらっしゃいませ。
富田桂司君 ゲストの小山田様ようこそいらっしゃいませ。
大木様ご夫妻、おめでとうございます。その他諸事お祝いの
方々おめでとうございます。
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河本啓伸君 お客様いらっしゃい。お祝いの皆さん、おめで
とうございます。先週からレディオ湘南金曜朝 10:30 からの
「J:COM の時間」で天才ミュージシャンの楽曲を掛けて頂い
てますが、来週 16 日（月）よりケーブルテレビ J:COM チャ
ンネルの「空から紀行」という番組では何と５曲も流してく
れることになりました。嬉しい限りですが、そんなアドベン
チャーな J:COM の将来が少し心配でもあります（笑）
半田朋子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。ゲス
トの小山田様、大木会員の奥様よくいらっしゃいました。今
日は楽しんで下さい。
岩本好正君 小山田様、大木あき子様ようこそおこし下さい
ました。今までスマイル委員であることを認識できていなく
て大変失礼いたしました。本日よりしっかり役目を全ういた
しますので、よろしくお願いします。
［本日 28 件、58,000 円です］

