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2018 年 3 月 1 日（木） 第２７９５回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 30
＝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（石田会員）⇒

◇諸事お祝い

◇委員会報告 社会奉仕 他

◇会長挨拶

◇幹事報告

◎ゲスト・ビジター紹介

＊米山学友会「交流」送付の件

薗信雄様（東京銀座ＲＣ）

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより

◎諸事お祝い

ンペーン共催のお願い

☆誕生祝

・４/２１（土） ４/２２（日） １０：００～１７：００

和田幸男君・古知屋光洋君・岩澤あゆみ君・大箭

剛久君・小澤雅彦君 ・橋本正一君（会員章） ［お祝いの歌：お

『産業フェア』

めでとうロータリアン］

・内容

☆結婚記念祝 杉田祐一君
☆出席表彰

（純金箔蒔絵高級朱肉入）

池上 實君(４７年)・半田朋子君(５年)・中山冨貴

ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ キャ
・

茅ヶ崎市文化会館 駐車場

『ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ キャンペーン』のパ

ンフレットの配布と募金活動及び各ＲＣの広報
◇ロータリーの友 ３月号

◇タウンニュース

子君(５年)・小澤雅彦君(２年) （レターオープナー）
◎委員会報告
社会奉仕［後藤会員］：ペットボトルキャップ報告
親睦［加瀬会員］：4/5 湘南 RC との合同例会及び 5/18-19 予定
の親睦家族旅行についての確認
奉仕プロジェクト［大箭会員］：End Polio キャンペーンの確認
補助金プロジェクト［岩澤あゆみ会員］：フィリピン・マンダリヨン
RC 訪問報告
雑誌［斉藤会員］：ロータリーの友 3 月号記事紹介
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊地区研修・協議会（４/８）開催にあたり分科会部門へ資料配
布及びアンケートの依頼
《資料》 幹事部門 及び 青少年奉仕部門

《アンケート》

クラブ管理運営部門 及び ロータリー財団部門
＊台湾東部地震への義援金の協力 依頼
（水）

・締切日…３/２８

・金額…目安として１人：５００円

＊第５２回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）の案内
・４/１０（火） ９：３０ 集合 １６：００ パーティ ・湘南ローンテニ
スクラブ

・パーティ会場 ＭＯＫＩＣＨＩ ・参加料 ロータリアン：

７，０００円 家族・ゲスト：５，０００円

・締切日・・・３/３１（土）

誕生祝の岩澤あゆみ・古知屋・和田・大箭・小澤・橋本正一の各
会員。下左）結婚祝の杉田会員 右）出席表彰の中山・池上・半
田・小澤の各会員

出席報告 木城基次会員
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スマイル報告 橋本正一会員
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。東京銀座ＲＣ薗様ようこそお越し下さいま
した。フィリピン・マンダリヨンクラブ視察、補助金プロ
ジェクトの皆様お疲れ様でした。ご報告宜しくお願い致
します。
池上 實君 1971 年（昭和 46 年）2 月 18 日、第 532 回
例会にてクラブ入会以来、47 年間出席 100%を達成致し
ました。スポンサーの伊藤さんはじめ、クラブの皆様の
友愛に感謝致します。
大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。花粉の乱れ
飛ぶ春 3 月、早々に風邪をこじらせ絶不調です。季節の
変わり目、皆様も御自愛下さい。
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま
す。銀座ＲＣ薗様ようこそいらっしゃいました。体育協
会役員の立場でお願いします。ワンネーションカップへ
の協賛、宜しくお願い致します。
和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。
伊藤留治君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
3 月に入り、急に春めいてきましたネ。
加藤 寛君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
杉田祐一君 結婚祝ありがとうございます！誕生祝・出
席表彰の皆様、おめでとうございます。
杉本行廣君 春一番のあとの青空のもと、お祝を迎えら
れ、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。
程島利通君 諸事お祝いの皆様お目出度うございます。
河本啓伸君 諸事お祝いの皆さん、そこそこおめでとう
ございます。尚めでたいことに天才ミュージシャン春の
ライブちらしが出来上がりました。茅ヶ崎駅北口エメロ
ード沿いの会場でやりますので、大岡祭終了後、集結す
るようお願いします。
成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。
本日早退させて頂きます。
岩澤あゆみ君 先日、2 泊 3 日でフィリピンのマンダル
イヨンロータリークラブを訪問しました。大変温かな歓
迎を受けると共に、フィリピンでの奉仕プロジェクトの
数々を視察させて頂きました。ロータリークラブの本質
やロータリアンの友情というとても大切なことを学ぶ時
間となりました。
吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。薗さんようこそ。
入会はいつですか。
加瀬義明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
薗さんようこそ。今日、会場近くの交差点で一時停止不
足でキップ切られてしまいました！皆さん、帰る時もお
気を付けて。
富田桂司君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
2 月も終わりました。オリンピックも終わりました。すっ
かり花粉症の季節ですが、例会中くしゃみにてご迷惑を
おかけするかもしれません。

修正出席率

９３．１８％

北村公子君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
27 日に中央ロータリーへメーキャップに行ってきまし
た。創立記念例会で囲碁将棋という漫才コンビの漫才が
あり、おもしろかったです。
木村信一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
岩澤淑江君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。
春のおとずれと共に薗様ようこそおいで下さいました。
小澤雅彦君 本日は誕生祝と出席表彰をありがとうござ
います。学生のころから老けてると言われ、ようやく年
相応になってきたと思ったら、木村信一会員から「え!?ま
だ 40 代だったの？」とびっくりされ、まだまだだなと反
省しております。
木城基次君 諸事お祝い申し上げます。今日はいいお天
気になりましたが、その分花粉がつらいです。皆様もお
体、ご自愛ください。
大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
薗さんようこそ。嵐のあとの花粉の猛威で目がかゆいで
す。
木村邦佑君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。
橋本祐一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
石田貴一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
早朝は春の嵐でしたが、一転 4 月を思わせる気温です。
ひと雨ごと、暖かくなります。
伊藤和明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
スペインクラブでは今度の日曜日（3/4）にバルセロナ地
方の春の祭りカルソターダネギの炭火焼きを行います。
3/24 はスペインオペラ、3/25 はフラメンコショーです。
宜しくお願い致します。
徳舛幸丈君 本日は春の陽気。インフルエンザから花粉
症への切り替え時期です。乗り遅れないようにしましょ
う。
橋本正一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
［本日 28 件、48,000 円です］

委員会報告 上左から岩澤あゆみ・大箭・斉藤・加瀬・後藤・
橋本正一の各会員

