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2017 年 9 月 7 日（木） 第２７７４回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 9
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」

◇四つのテスト唱和（畠田会員）⇒

◇会長挨拶

◇諸事お祝

◇幹事報告

◇委員会報告 公共イメージ 他
◎幹事報告

☆結婚記念祝

◇国際ロータリーより 基本的教育と識字率向上月間 リ

８月分…小澤雅彦君

ソースの案内（出版物・映像資料・ウェブ掲載記事）

蒔絵朱肉入）

◇ガバナー事務所より

☆皆出席表彰 伊藤留治君（５５年） 富田桂司君（３年）

＊大谷ガバナーより公式訪問を終えて、感想と礼状

（レターオープナー）

＊国際ロータリー第２７８０地区 社会・国際奉仕セミナー

◎委員会報告

開催の案内

雑誌［斉藤会員］：ロータリーの友９月号の紹介

・１０/２１（土） １３：００～１５：３０ ・ＪＲ辻堂駅北口 アイ

富田桂司君・木村信一君・岩澤淑江君
７月分…山口泰成君

（純金箔

国際・公共イメージ［加藤会員］：9/22 台北行きの確認。
9/29 市政 70 周年記念寄贈作品除幕式はアロハ着用で

クロス湘南６階「Ｅ会議室」
＊インターアクト年次大会登録の依頼
・１１/３（金・祝） １０：００～ ・光明学園相模原高等学校
＊地区大会の受付業務について

本年度第４Ｇ地区大

会受付担当クラブ・・・茅ヶ崎ＲＣ・寒川ＲＣ
◇綾瀬ＲＣ（６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ）より
＊６ＲＣ親睦ゴルフ大会登録の依頼

・１１/６（月） ・小

田急藤沢ゴルフクラブ ・登録料…５，０００円
＊６ＲＣ親睦ゴルフ大会開催についての依頼

会長…

１０，０００円 幹事…５，０００円 の支援依頼
◇ロータリーの友事務所より ロータリーの友 ９月号
◇タウンニュース
◇ちがさきサイクルライフ研究会より

「自転車のまち茅

ヶ崎の“あす”を語ろう!!」開催通知パンフレット
・１０/６（金） １４：００～１６：３０ ・茅ヶ崎市コミュニティ
ーホール分庁舎５階 ・７０名（受付申込順）
◎諸事お祝
☆誕生祝 池上 實君・山口利通君・河本啓伸君・横山
貢君・水嶋 聡君・岩澤淑江君 ８月分…山口泰成君
（会員章）

上左から 雑誌委員会・齊藤会員、国
際奉仕ならびに公共イメージ委員会・
加藤会員、会場監督・河本会員、出席
報告・大竹会員、スマイル報告・橋本
祐一会員、ソングリーダー・小澤雅彦
会員と後藤会員

出席報告 大竹孝一会員
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スマイル報告 橋本祐一会員
横山貢君＆中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとうござい
ます。雨の多かった夏が足早に過ぎ、９月になりました。今月
は地区大会もございます。皆様よろしくお願い致します。
伊藤留治君 皆出席表彰ありがとうございます。今回で 55 年。
50 周年を皆さんにお祝いして頂いてから早５年経ちました。諸
事お祝いの皆様おめでとうございます。
池上 實君 81 歳を迎える月となりました。命にかかわる病も
なく、元気な毎日です。両親に感謝し、兄弟に感謝し、至福の
時を共にして下さるロータリークラブの諸兄に感謝致します。
山口利通君 誕生祝、有難うございます。今後共よろしくお願
い致します。
富田桂司君 結婚祝・皆出席表彰ありがとうございました。何
とか３年続けられました！今後とも宜しくお願い致します。
木村信一君 結婚 12 年目になり子供も３人、妻にはとても感
謝していますが、大切な結婚記念日が 22 日で、台湾訪問と重
なっていることに先日気づき、妻におこられているところです。
田中賢三君 伊藤さん、出席表彰 55 年、素晴らしいです。諸事
お祝いの方々おめでとうございます。
清水賢一君 諸事お祝いの皆さまおめでとうございます。２週
間例会を休みました。すみませんでした。
岩澤淑江君 ダブルでお祝頂き、うれしいです。ギリギリ戦後
派です！新しい一年ガンバリます。
杉本行廣君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。涼しい
風が吹き始めました。お互い健康に気をつけましょう。
下里洋一君 いつもごぶさたばかりで申し訳ありませんです。
程島利通君 諸事お祝いの皆様お目出度うございます。
成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。所用に
より早退します。
河本啓伸君 諸事お祝いの皆さん、何となくおめでとうござい
ます。天才ミュージシャンのライブポスターが出来ました。ど
うしても事業所等に貼りたいとい方は素直に申し出るようお願
いします。
小林 亨君 諸事お祝いの方おめでとうございます。
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様方おめでとうございます。心
からお祝い申し上げます。
和田幸男君 諸事お祝いの皆さん、おめでとうございます。
平井 茂君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
出口敬純君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
古知屋光洋君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。特に
伊藤さん、55 年皆出席おめでとうございます。自分が追いつく
のは 100 歳超え。無理です！
岩澤あゆみ君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。伊藤
会員、皆出席 55 年、本当におめでとうございます。下里会員に
ロータリーハンドブックを頂きましたので、一生懸命お勉強し
ます！下里さん、ありがとうございました。
吉田恵子君 伊藤様、55 年皆出席お祝い申し上げます。いつま
でもお元気でお会いできることを楽しみにしております。
大箭剛久君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。今月は
コルティーレさんでの例会は今日１回だけ。会食・懇談をお楽
しみ下さい。
水嶋 聡君 皆様に幸有れ！
北村公子君 ９月に入り、秋めいてきました。諸事お祝いの皆
様おめでとうございます。皆出席表彰伊藤様、これからもます
ますお元気でお過ごし下さい。
大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。涼しく
なり、秋ですね。実りある一年になりますように。
橋本正一君 諸事お祝いの皆さんおめでとうございます。

修正出席率
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小澤雅彦君 諸事お祝いの皆さまおめでとうございます。先日
友人に金運のよくなる財布について教えてもらいました。彼が
言うには「青色の二つ折り」が一番お金が出ていく財布だそう
で、それはまさに私の財布でした！早く財布を変えたいと思う
私です。
伊藤和明君 涼しくなり、過ごし易いですが、夏の終りは寂し
い思いです。次は秋を楽しみましょう。
石田貴一君 諸事お祝いの皆様、誠におめでとうございます。
天候が安定しない折、皆様体調に留意されますようにお願いし
ます。
橋本祐一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
［本日 32 件、63,000 円です］

誕生祝。左から水嶋・
（大森副会長：贈呈役）
・岩澤淑江・横
山・池上・山口利通・河本・山口泰成の各会員

結婚祝。左から富田・山口泰成・小澤雅彦・岩澤淑江・木村
信一の各会員
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出席表彰。左・富田会員（3 年）右・伊藤留治会員（55 年）
伊藤会員の皆出席 55 年というのは、世界の中でも稀有な記録
です。これからも是非、お元気で例会でお会いしましょう。

