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2019 年 12 月 5 日（木） 第２８７７回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 22
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事お祝

◇四つのテスト唱和［木村邦佑会員］⇒

◇会長挨拶

◇委員会報告 親睦 他

◇幹事報告
◇年次総会

◎ゲスト・ビジター紹介
城田 貴史様（半田会員ゲスト）チン フュ トゥン君 （米
山奨学生）
◎諸事お祝
☆誕生祝

１１月分：石田貴一君 ・ 細井年春君（大

竹農園お米券）
☆結婚記念祝
男君

ご夫人 ご命 日の
伊藤留治会員

吉田恵子君 ・ 杉本剛昭君 ・ 小八木隆

（なんどき牧場製品）

☆皆出席表彰

木村信一君（５年）
（皆出席表彰楯）

○伊藤留治会員夫人ご命日

１２月１１日

(花籠)

◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より
ートの通知

＊１２月度ロータリーレ

結婚祝の杉本剛昭幹事・吉田会員・小八木
会員

１＄＝１０８円

◇ガバナー事務所より

＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０２

２-２０２３年度ガバナー・ノミニー確定宣言
ータリークラブ

皆出席 表彰 の木
村信一会員

◉津久井中央ロ

佐藤 祐一郎（さとう ゆういちろう）会員

◇ガバナー補佐より

会長・幹事会（第９回）開催のお知らせ

◉１２/１２（木）１８：３０～ ◉永楽亭
◇茅ヶ崎商工会議所より

令和２年新春賀詞交換会の案内

◉２０２０年 １/８（水） １１：２０
（市役所分庁舎６階）
◇茅ヶ崎市より
内

◉茅ヶ崎市コミュニティホール

◉会費…５，０００円

令和２年茅ヶ崎市消防出初式 ご臨席の案

◉２０２０年 １/１２（日） ９：３０

◉茅ヶ崎市総合体育館

◇茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団より

誕生祝の石田会員・細井会員

米山奨 学生 のチ
ンフュトゥン君

財団事務局長 久

永静夫氏 専務理事就任（兼務）のご挨拶
◇湘南信用金庫より

「令和２年 新春の集い」の案内

◉２０２０年 １/１７（金） １１：３０～１２：３０

◉茅ヶ崎商工会議

所 ４階大会議室
◇ロータリーの友 １２月号

◇タウンニュース

委員会報告の安武・橋本・小八木・細井の各会員

左上から時計回りに 誕生祝の伊藤留治・横山・杉田の各会員
皆出席表彰の北村会員 ご夫君ご命日の中山会員 久永静夫
様 祖父江歩様 米山奨学生・チンフェトゥン君

出席報告 吉田恵子会員
日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

１１／７

２８７３

４４

４１

３６

０

５

８７．８０％

１０／２４

２８７１

４４

３６＋３

２７

３＋５

４

７６．９２％

スマイル報告
澤邑重夫君

細井年春会員
城田さん、ようこそ。茅ヶ崎ロータリークラブ

岩澤淑江君

修正出席率

８９．７４％

ゲストの城田様、トゥン君ようこそ。諸事お祝

いの皆様おめでとうございます。いよいよ師走に突入。皆様

例会を楽しんで頂ければ幸いです。トゥン君、ますます勉強

お体ご自愛下さい。

がんばって下さいね。諸事お祝いの皆さまおめでとうござい

橋本正一君

ます。本日は年次総会よろしくお願いいたします。

いの皆様おめでとうございます。今月 19・20 日と京都に参

杉本剛昭君

ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さい

りますのでクリスマス家族会に参加できませんが、オークシ

ました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。私も結婚

ョン用の品は協力させていただきます。忘れないよう、来週

記念祝を頂きました。ありがとうございます。本日は年次総

持ってきますね。

会です。どうぞよろしくお願いいたします。

大竹孝一君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

吉田恵子君

木村邦佑君

ゲスト城田さん、トゥン君ようこそ。諸事お祝

諸事お祝い申し上げます。城田誠様ようこそ。

ゲスト・ビジターの皆様こんにちは。諸事お祝

結婚月のお祝ありがとうございます。

いの皆様おめでとうございます。先週ペリリュー島に戦没者

伊藤留治君

慰霊に行って参りました。今回はゼロ戦を見てきました。世

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。年次

総会よろしくお願いします。

界の平和を祈るばかりです。

田中賢三君

安武

城田さん、米山のチンさんようこそ。諸事お祝

勝君

諸事お祝い申し上げます。次回 12 日、南口に

いの方々おめでとうございます。城田さん、お父様には大変

てパンジーの花植えいたします。メイキャップにもなります

お世話になっております。

ので、参加よろしくお願いします。

和田幸男君

熊澤孝之君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

そ。諸事お祝いの皆さんおめでとうございます。

野中範郎君

忘年会シーズンに入りました。気づいたら熱

石田貴一君

海、にならないようにがんばります。

ゲストの城田さん、チンフュトゥン君ようこ
城田様、チンフュトゥン君ようこそいらっしゃ

11 月誕生祝いただき、ありがとうございまし

いました。誕生祝、ありがとうございます。もう年を重ねた

細井年春君

くないのが本音です。

た。大竹農園のお米とってもおいしいです。

小八木隆男君

［本日 26 件、35,000 円です］

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。結

婚記念祝ありがとうございます。
杉本行廣君

本日の例会および総会は両眼白内障手術で入

院中のため欠席いたします。ごめんなさい。
加藤

寛君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。

成田栄二君

諸事お祝いの方々おめでとうございます。

11/21 の研修フォーラム参加の皆様お疲れ様でした。お陰様
で大変良いフォーラムが出来ました。
大森久巳男君

城田誠様、ようこそいらっしゃいました。交

換留学生エベ様の時は大変お世話になりました。城田様の入
会心から待ってます。
古知屋光洋君

城田さん、青少年交換留学生エベのホームス

テイでは大変お世話になりました。親子でのロータリー入会
お待ちしています。
半田朋子君

今日はゲストに城田さんを招待させて頂きま

した。皆様宜しくお願い致します。
中山冨貴子君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。城

田誠様ようこそお越し下さいました。
大箭剛久君

会社の忘年会の余興でクイズ大会を予定して

います。ネットも参考にしながらなぞなぞの問題を 10 問用
意しました。選ばれなかったものの中から１つ。「世界の中
心にいる虫は？」答えは来週の例会で。
水嶋

聡君 令和元年もあと少し。皆様に幸有れ！

富田桂司君

ゲスト・城田誠様、ビジター・チンフュトゥン

君ようこそいらっしゃいませ。諸事お祝いの皆様おめでとう
ございます。いよいよ今年の例会はあと２回ですね。木村委
員長、盛り上げて下さい！ついでに皆出席おめでとうござい
ます！本日の例会前体重 95kg。
クリスマス会までに 90kg ジ
ャストまで頑張ります。

例会時間内で開催された年次総会にて次
年度理事・役員が承認されました。創立
60 周年事業も控えており、責任は重大で
す。個別写真は左から大箭会長・成田副
会長・古知屋会長エレクト・澤邑直前会
長・杉田幹事・和田会計・杉本剛昭会場
監督・河本理事・富田理事の面々

