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2017 年 1 月 12 日（木） 第２７４４回例会 天候：晴れ 司会：中山冨貴子副幹事 No. 21
＊＊＊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「君が代」 「奉仕の理想」
◇表彰

◇四つのテスト唱和［大竹孝一会員］⇒

ベネファクター［吉田恵子君］マルチプルポール・ハリス・フェロー［木村信一君］

◇諸事お祝い

◇会長挨拶

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介
エベリア ザピエン ラモスさん（青少年交換学生）
◎表彰
☆ベネファクター 吉田恵子君 （認証状・ベネファクター記章
授与） ☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー２回目 木村信一
君 （ＰＨＦピン+２ 授与）
◎諸事お祝い
☆誕生祝 澤邑重夫君 （会員章）
☆結婚記念祝 大箭剛久君 （スタンディングネーム・琉球ガラ
スペアカップ）
◎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＄＝１１６円
＊財団室ＮＥＷＳ ２０１７年１月号
＊ロータリー財団１００周年記念シンポジウム 朝日新聞広告
＊ロータリーリーダー1 月号
◇ガバナー事務所より
＊下半期 人頭分担金 送金依頼 ・本会計７，８５０円＋事業会
計４，１５０円
＊日本人親善朝食会についてのお願い ・６/１１（日） ７：００～
９：００ ・会費 １０，０００円（着席）
・ハイアットリージェンシー アトランタ 地下１階 ボールルー
ム ・締切 ２/２８（火）
＊第８回公共イメージ委員会議事録
＊次年度『地区便覧』作成のためのアンケートの件
◇米山記念奨学会より ２０１６年度下期普通寄付金の依頼
◇東京麹町ＲＣより 創立５０周年記念事業 『復刻版「思い出草」
ポリオ・プラスのツネさんとミネさん』 拝受
◇ひざしの丘後援会より チャリティ講演会「二宮金次郎の幸福
論」「金次郎のとっておきの教え」催行の御礼と報告
◇ロータリーの友 １月号
◇タウンニュース（社会奉仕茅ヶ崎駅南口花の植栽事業記事 ・
茅ヶ崎ＲＣ新年挨拶 掲載）
◇年賀状 （玉蘭荘 ・ 茅ヶ崎青年会議所 ・ 他） 着

◇委員会報告 雑誌 他

左）ベネファクター表彰の吉田会員 右）マルチプルポール・
ハリス・フェロー表彰の木村信一会員

左）新年初例会の乾杯発声をする田中会員 右）古典のテスト
で 70 点取ったことを報告する交換学生のエベ

左）結婚祝の大箭幹事

右）誕生祝の澤邑会員

◎出席報告 畠田宏冶会員
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スマイル報告 澤邑重夫会員
清水賢一君＆大箭剛久君 新年明けましておめでとうござ
います。今年一年会員の皆様にとって良い年となりますよ
う祈念いたします。
池上 實君 本年もよろしくお願いします。2 月 18 日を過
ぎると出席 100%46 年を達成。あと数回です。楽しみに出
席致します。
吉田恵子君 先日ひまわりの家開設の時にはお忙しい中、
出席頂いた皆様、本当にありがとうございました。本年も
よろしくお願いいたします。
田中賢三君 明けましておめでとうございます。今年もよ
ろしくお願い致します。諸事お祝いの方々おめでとうござ
います。エベリアさん、笑顔がすてきです。加藤さん、有
難うございました。
下里洋一君 本年もよろしくお願いします。昨日やっと寒
川神社にお参りに行って来ました。この一年いやな事のあ
りませんようにと。
程島利通君 諸事お祝いの皆様お目出度うございます。今
年もよろしくお願いします。
大森久巳男君 皆様新年あけましておめでとうございま
す。今年も宜しく御指導願います。諸事お祝いの皆様おめ
でとうございます。エベリア君、元気で会えてうれしいで
す。今年も宜しく。
小澤雅彦君 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。年末はエベリアが来てく
れて楽しく過ごせました。ありがとうございました。本年
もどうぞよろしくお願いいたします。
伊藤留治君 新年明けましておめでとうございます。
加藤 寛君 新年あけましておめでとう。皆様の御多幸と
御健康を祈念いたします。
中山冨貴子君 明けましておめでとうございます。皆様に
幸多き一年になりますようにお祈り致します。本年も宜し
くお願い申し上げます。
半田朋子君 新年おめでとうございます。素晴らしいお天
気の三が日でした。今年一年がこの様に素晴らしい年であ
りますように！
加瀬義明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。皆
様、本年も引き続き宜しくお願い申し上げます。
斉藤信夫君 おめでとうございます。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。本年も皆
様に幸有れ！よろしくお願い致します。
品田和也君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。皆
様、本年も宜しくお願い申し上げます。
和田幸男君 表彰と諸事お祝いの皆様おめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致します。
橋本祐一君 吉田さん、ベネファクター授与おめでとうご
ざいます。木村さん、マルチプルポール・ハリス・フェロ
ー２回目授与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。
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西山国男君 新年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。
後藤三紀君 あけましておめでとうございます。昨日チャ
リティ寄付金に対し、茅ヶ崎市長から感謝状をいただきま
した。本年もよろしくお願いいたします。
横山 貢君 皆様あけましておめでとうございます。エベ
さんようこそ。日本の正月はどうでしたか。
杉本行廣君 多くの賀状を頂きありがとうございました。
失礼している方がありましたらどうぞお許し下さい。
北村公子君 明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致します。お正月休みもあっというま
に終り、新しい一年が始まりました。元気に過ごしたいと
思っています。
木村信一君 「スノービンゴーダン」マイナス 15 度の年明
けはこれでした。
木村邦佑君 あけましておめでとうございます。世界情勢
不透明ではございますが、世界の平和と日本国土の安泰、
そして何よりも皆様の健康と幸せを祈念申し上げます。
出口敬純君 新年あけましておめでとうございます。エベ
リア、今年も学生生活ガンバッテ！諸事お祝いの皆様おめ
でとうございます。
小林 亨君 みなさん今年もよろしくお願いします。諸事
お祝いの方おめでとうございます。
畠田宏治君 駅南口に私たちが設置したパンジーの花壇と
てもきれいですよね。特に私の植えたオレンジ色のが元気
なようです。
古知屋光洋君 今年もロータリーライフ楽しみましょう。
河本啓伸君 エベ、ようこそ。諸事お祝いの皆さん、そこ
そこおめでとうございます。天才ミュージシャン春のライ
ブは 4/29（土）です。皆様、スケジュールを空けておいて
下さい。
杉田祐一君 エベリア・ザビエン・ラモスさん、ようこそ！
皆様本年もどうぞよろしくお願いします！
大竹孝一君 新年明けましておめでとうございます。諸事
お祝いおめでとうございます。みなさま、本年もご指導・
ご鞭撻どうぞよろしくお願いします。
澤邑重夫君 昨年は喪中でしたので、新年のごあいさつは
失礼させて頂きました。本年もよろしくお願いいたします。
［本日は 34 件、58,000 円です］

左）ソングリーダーの岩澤淑江会員
中・右）委員会報告の下里会員と水嶋
会員

