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2016 年 8 月 4 日（木） 第２７２８回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 5
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＝本日の例会行事＝
◇歌唱「君が代」 「奉仕の理想」
◇諸事お祝い

◇四つのテスト唱和［水嶋 聡会員］⇒

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦 他

◇臨時総会

◎ゲスト・ビジター紹介
小澤明子様（小澤雅会員ご夫人） 出口律子様（加藤会員
ゲスト・かながわ湘南ＲＣ）
◎諸事お祝い
☆25 年以上皆出席者表彰 伊藤留治君（５３年） 池上 實
君（４５年） 杉本行廣君（４３年） 田中賢三君（２７年） 程
島利通君（２５年）（クリスタル楯授与）
☆誕生祝

小林 亨君・大森久巳男君・木村信一君

☆結婚記念祝 小澤雅彦♥明子様 ・ 水嶋 聡君
☆出席表彰

結婚祝の小澤雅彦会員
夫妻（左）と水嶋会員

７月分：加瀬義明君（３年）

◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より

例会の取消について

＊２０１６年規定審議会決定報告書 採択制定案
・１６-２１『クラブ例会と出席に柔軟性を認める件』

・１６-

２６『例会取消の規定を改正する件』
◇ガバナー事務所より
＊2017-2018 年度 ロータリー奨学生募集について

・申

請書提出期限：１０/１０（月・祝）
◇ロータリー日本財団より
＊確定申告用寄附金領収書についてのお願い （領収書
は再発行できませんので大切に保管してください）
添付書類・・・寄附者の皆様へ［書簡］・確定申告用寄附
金領収書・税額控除に係る証明書の写し
◇「ロータリーの友」８月号
一会長 紹介記事掲載号）

◇タウンニュース （清水賢

左上）出席表彰の加瀬会
員 右上）誕生祝の小
林・大森・木村の各会員
左）R 財団補助金管理セ
ミナー修了証書を授与
された中山会員・古知屋
会員

◎出席報告 畠田宏冶会員
日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

８／４

２７２８

５０

４３＋５

３５

２

１０

７８．７２％

７／１８

２７２６

５０

４３＋２

２８

５＋３

９

７３．３３％

スマイル報告 加瀬義明会員
出口律子様（かながわ湘南ＲＣ）今日はお世話になります。宜し
くお願い申し上げます。
清水賢一君＆大箭剛久君 創立 56 周年おめでとうございます。
諸事お祝いの皆様はダブルでおめでとうございます。小澤雅彦会
員令夫人、かながわ湘南ＲＣ出口様、楽しんでいらして下さい。
伊藤留治君 皆出席表彰の楯を頂きました。誠にありがとうござ
います。
大森久巳男君 先週 7/28 移動夜間例会では過分な慰労会をして
頂きありがとうございました。感謝です。
池上 實君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。小生も皆
出席表彰ありがとうございます。
程島利通君 出席表彰ありがとうございます。尚、卓話予定者に
入っておりますが、所用早退のためお許し下さい。
小澤耕一君 創立記念例会おめでとうございます。併せて、皆出
席表彰の諸兄、おめでとうございます。
小澤雅彦君 本日は結婚記念祝に妻明子をお招きいただき、皆様
に心より感謝申し上げます。おかげさまで 15 年目になりました。
これからも妻のキゲンをとりつつ、夫婦仲良くやっていきたいと
思います。
田中賢三君 創立記念例会を祝し。先週はたいへん有難うござい
ました。かながわ湘南ＲＣ出口さんようこそ。ソウル国際大会た
いへんお世話になりました。すばらしい旅行となりました。小澤
雅彦会員御夫妻、結婚祝おめでとうございます。諸事お祝いの
方々、おめでとうございます。
杉本行廣君 43 年の皆出席表彰に感謝して。実は１年間だけ入院
中出席できない日がありましたので、43 年＋1 年が入会歴です。
小澤夫人ようこそいらっしゃいました。おめでとう。
平井 茂君 創立記念例会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。ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。
吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。ひまわりの家がやっと上
棟になりました。産業道路を通りましたらごらんになって下さい。
小林 亨君 諸事お祝いの方おめでとうございます。私も誕生祝
ありがとうございました。
河本啓伸君 小澤雅彦会員ご夫人、出口さんようこそいらっしゃ
いませ。天才ミュージシャン次回ライブは 11/13（日）江の島「虎
丸座」にて行うこととなりました。皆さん大金持参の上、お越し
下さい。
成田栄二君 小澤夫人、かながわ湘南ＲＣの出口さんようこそ！
諸事お祝いの方々おめでとうございます。すごい出席表彰ですね。
和田幸男君 小澤雅彦会員ご夫人、かながわ湘南ＲＣ出口さんよ
うこそ。出席表彰の皆様おめでとうございます。
下里洋一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
杉田祐一君 小澤夫人、かながわ湘南ＲＣ出口様ようこそいらっ
しゃいました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
畠田宏冶君 The Summer! MANKITSU CHU!
西山国男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。第 56 周
年創立記念おめでとうございます。
北村公子君 先週河鹿荘での例会良かったです。小澤明子様、出
口律子様ようこそ。ごゆっくりお過ごし下さい。諸事お祝いの皆
様おめでとうございます。
出口敬純君 お客様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでとうござ
います。

修正出席率
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水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
横山宏実君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆さんこんにちは。創立記念お
めでとうございます。
品田和也君 小澤明子様、出口律子様ようこそいらっしゃいませ。
半田朋子君 皆様こんにちは。第 56 周年創立記念例会おめでと
うございます。
大竹孝一君 ゲスト出口様、小澤夫人ようこそ。諸事お祝いの皆
様おめでとうございます。
加瀬義明君 ゲストの皆様ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでと
うございます。出席表彰ありがとうございました。
［本日は 31 件、75,000 円です］

創立記念例会～25 年以上皆出席者による昔話～
伊藤留治会員 メーキャップは義務ではな
く権利だということをよく理解して欲しい
と思います。今イトーヨーカ堂があるのも
平塚ＲＣへメーキャップに行き、当時の梅
屋の関口社長にイトーヨーカ堂の伊藤社長
と引き合わせてもらったのが縁でした。
池上 實会員 RC への入会は創立 10 周年
記念例会で箏を演奏させてもらった 2 ケ月
後のことでした。以降 45 年間、スポンサー
の伊藤さんが休まないので私も皆出席で
す。入会当初は俳優の上原謙さんがとても
よくして下さって緊張がほぐれました。
杉本行廣会員 1972 年 5 月、伊藤さんが会
長をされていた時に入会しました。翌年、
会報委員長に任命され、毎週土日は卓話の
テープ起こしをしていました。数年後、事
務局の補助として入って来られた長島さん
という女性が今の事務局の中澤さんです。
田中賢三会員 先輩たちは入院先から出席
するといったエピソードをお持ちで、私も
それに続きたいと願っています。1989 年出
口敬義会長の時に入会しました。礼節があ
りながら平等でもあるロータリーに教えら
れたことはたいへんたくさんあります。

25 年以上皆出席表彰の皆さん 左から伊藤(53 年)・池上(45
年)・杉本(43 年)・田中(27 年)・程島(25 年)の各会員

