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2018 年 4 月 12 日（木） 第２８００回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 35
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」

◇四つのテスト［木村信一会員］⇒

◇入会セレモニー

◇諸事お祝い

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 雑誌 他

◎ゲスト・ビジター紹介

◎入会セレモニー

横山芳江様 （横山会長御夫人）

熊澤孝之君（紹介者：大森久巳男君）

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０１８～１９年度地区役員・委員会委員（正副委員長含む） ご
就任委嘱の件 『地区諮問委員会 委員』 『地区指名委員会
委員』 『姉妹地区委員会 委員』 『地区補助金委員会 委員』
『青少年保護役員』 『規定審議会委員会 副委員長』 『ロータリ
ー財団委員会 委員長』・・・田中賢三君 『地区副幹事』・・・杉
田祐一君

『地区公共イメージ委員会 委員』・・・橋本祐一君

『地区会員増強・会員維持委員会 委員』・・・和田幸男君 ・ 水
嶋 聡君 『青少年交換委員会 委員』・・・大箭剛久君

『補助

金配分・推進委員会 副委員長』・・・富田桂司君 『平和フェロ

左）再入会の熊澤会員
右）結婚祝の横山会長夫妻

ー・奨学金・ＶＴＴ委員会 副委員長』・・・中山冨貴子君
◇米山梅吉記念館より ＊春季例祭開催の通知

・４/２１(土)

１４：００～ ・米山梅吉記念館ホール
＊賛助会入会の依頼

会費：一人 年間 ３，０００円（一口）

＊米山梅吉記念館「館報」２０１８春号 Vol.３１
◇三浦ＲＣより

Ｅｍａｉｌ変更と事務局員交代のお知らせ

・新Ｅｍａｉｌ・・・info@miura-rc.jp

・新事務局員・・・細谷貴美子

さん（出勤日：月・水・木・金 9：00～15：00）
◇ロータリーの友４月号

◇タウンニュース

◎委員会報告
雑誌［小澤会員］：ロータリーの友 4 月号掲載記事の紹介
親睦［加瀬会員］：5/18-19 家族旅行の確認
職業奉仕［富田会員］：4/19 しらす漁・移動例会の確認
社会奉仕［後藤会員］：ペットボトルキャップ報告
社会奉仕［吉田会員］：5/24 マリーゴールドの植栽について
田中理事：10/7 文化会館にて上岡敏之氏こけら落とし公演

結婚祝の加藤会員、横山会長夫妻、程島会員、出口会員

出席報告 大竹孝一会員
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横山芳江ちゃん、
ようこそ。
本日 18 時より J:COM

諸事お祝の皆様おめでとうございま

デイリーニュースに出る予定です。ちなみに 4/22 のライブチケ

す。熊澤孝之会員入会おめでとうございます。桐山様ようこそ

ットは潤沢に在庫があります。大岡祭のついでに来てみちゃど

お越し下さいました。例会お楽しみ下さい。

うかね。

横山

和田幸男君

横山貢君＆中山冨貴子君

貢君

本日は結婚祝ということで妻を同席させて頂きま

熊澤さん、ロータリーでもよろしくお願い致しま

した。ありがとうございます。

す。諸事お祝の皆様おめでとうございます。

田中賢三君

杉本剛昭君

横山会長御夫妻、結婚記念祝おめでとうございま

横山会長令夫人芳江様、ようこそお越し下さいま

す。熊澤孝之会員、御入会おめでとうございます。桐山さんよ

した。熊澤孝之様、ご入会歓迎致します。

うこそ。誕生祝ありがとうございます。昭和 19 年です。

岩澤あゆみ君

加藤

私の祖父はいつもチョコレートと呼んでいたのがなつかしいで

寛君

熊澤さん、入会おめでとう。結婚記念祝ありがと

本日、愛犬ショコラの 17 才のお誕生日です。

うございます。

す。横山芳江様、桐山様ようこそお越し下さいました。熊澤さ

程島利通君

結婚祝ありがとうございます。

ん、お待ちしていました！本当にうれしいです。先日の地区協

出口敬純君

結婚祝ありがとうございます。諸事お祝の皆様お

参加の皆様、ありがとうございました。

めでとうございます。熊澤さん入会おめでとうございます。

北村公子君

大森久巳男君

ゲスト横山芳江様ようこそ。新会員熊澤孝之様、

熊澤孝之様、入会心から歓迎致します。桐山様

よろしくお願い致します。諸事お祝の皆様おめでとうございま

ようこそ！次回例会では入会セレモニーですね。横山会長夫人

す。来週は職業体験、我社においで頂きます。天気の良いこと

芳江様ようこそいらっしゃいました。いつもお世話になります。

を祈っています。

富田桂司君

安武

本日は誕生祝ありがとうございます。娘は明日が

勝君

熊澤孝之様、入会おめでとうございます。横山芳

誕生日で私もついでに家庭では祝ってもらえるそうです。来週

江様いらっしゃいませ。地区研修・協議会に行ってまいりまし

はシラス漁見学と移動例会、御参加を宜しくお願い致します。

たが、米山奨学の研修を受け、とても真剣な講義、身が引き締

伊藤留治君

まる気持ちがいたしました。

熊澤さん入会おめでとうございます。歓迎致しま

す。クラブライフを楽しんで下さい。

古知屋光洋君

山口利通君

石田貴一君

熊澤さん入会おめでとう。横山夫妻、結婚祝おめ

熊澤さん入会おめでとうございます。
諸事お祝の皆様おめでとうございます。熊澤孝之

でとう。お客様ようこそ。

様、よろしくお願い致します。横山会長令夫人芳江様ようこそ

平井

いらっしゃいました。よろしくお願い致します。

茂君

熊澤様いらっしゃい。諸事お祝の皆様おめでとう

ございます。

大竹孝一君

木村邦佑君

之様、入会おめでとうございます。諸事お祝の皆様おめでとう

熊澤孝之様、お待ちしておりました。宜しくお願

ゲスト横山会長令夫人、桐山様ようこそ。熊澤孝

い致します。諸事お祝の方々おめでとうございます。

ございます。私も今月 45 才になります。

伊藤和明君

水嶋

昨年はサンタクロースのコスプレをさせて頂き、

聡君

皆様に幸有れ！

今年は大岡祭で大名行列に畠田さんと亀井さんとコスプレを

杉田祐一君

し、市内引きずり回しの刑です。写真 NG でお願いします。

ました。熊澤孝之様、ご入会おめでとうございます。諸事お祝

杉本行廣君

の皆様おめでとうございます。［本日 31 件、61,000 円です］

再入会の熊澤孝之さん、大歓迎です。諸事お祝の

横山会長ご夫人、桐山様、ようこそいらっしゃい

皆様おめでとう。
成田栄二君

熊澤孝之さん、ご入会おめでとうございます。会

長夫人ようこそ。いつもお疲れ様です。諸事お祝の方々おめで
とうございます。
下里洋一君

あわただしい 4 月となっています。本日も早退い

たします。ごめんなさい。
木村信一君

熊澤様、入会おめでとうございます。横山会長・

奥様はじめ諸事お祝の皆様おめでとうございます。
小澤雅彦君

新会員の熊澤さま、どうぞよろしくお願い申し上

げます。ゲストの皆様ようこそ！お祝の皆様おめでとうござい
ます。先日メイクアップで茅ヶ崎中央 RC に行った時、スペイ
ンクラブで映画の撮影をやっていて、ジャニーズタレントを目
の前で見ることができました。とても良いにおいがしたので、
私もまねをして今日はラベンダーのかおりをプンプンふりまい
ております。
吉田恵子君

横山様奥様ようこそ。熊澤様入会おめでとうござ

います。諸事お祝申し上げます。

上）出席表彰の横山
会長と田中会員
左）誕生祝の富田・木村邦佑・大竹の各会員

下）クラブ協議会

