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2020 年 6 月 11 日（木） 第２８９２回例会 天候：小雨 司会：杉田祐一副幹事 No. 37
＝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［木村信一会員⇒］
◇諸事お祝・表彰

◇会長報告

◇幹事報告

◇委員会報告 雑誌 他
◎表彰
＊第５回米山功労者マルチプル・・・成田栄二君
＊第１回米山功労者・・・半田朋子君・岩澤あゆみ君・加
瀬義明君･水嶋 聡君・中山冨貴子君・大箭剛久君・杉田祐
一君・吉田恵子君
◎諸事お祝
【５月分】
☆誕生祝
加藤 寛君・安武 勝君・徳舛幸丈君４月分：
木村邦佑君 ３月分：野中範郎君
☆結婚記念祝
木村邦佑君（なんどき牧場製品）
☆皆出席表彰
成田栄二君（２３年）
・杉田祐一君（７年）
３月分：半田朋子君（７年）
（皆出席表彰盾）
【６月分】
☆誕生祝
伊藤和明君
(事務局)中澤さん
☆皆出席表彰
大森久巳男君（１１年）
・吉田恵子君（６
年）
・大箭剛久君（７年）
・水嶋 聡君（６年）
・杉本剛昭君
（３年）
・安武 勝君（２年）
○半田会員ご主人命日 ６月１３日 (花籠)
◎幹事報告
◇国際ロータリー日本事務局より ６月度ロータリーレートの
お知らせ １ドル=１０８円
◇ガバナー事務所より
＊２０－２１年度 地区補助金申請 新型コロナウイルス対応緊
急地区補助金 募集要項
＊新型コロナウイルス対応緊急地区補助金配分決定の件
＊杉岡ガバナーより 新型コロナウイルス感染拡大を乗り越
えよう
＊規定審議会立法案（制定案）提出の依頼について
＊２０２０－２０２１年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱の
件
＊地区資料（カレンダー）
＊２０２０－２１年度青少年交換プログラムについて⇒中止

＊２０２０－２１年度久保田ガバナーより クラブ会長・幹事 各
位へのお願い
◇米山梅吉記念館より ◉館報 ２０２０春号Ｖｏｌ．３５
◉賛
助会ご入会のお願い
◇ＲＩ第２７２０地区 ロータリー熊本地震総合支援室より 熊
本・大分地震に関する支援報告書送付の件
◇茅ヶ崎海岸浜降祭実行委員会より 令和２年浜降祭につい
て（中止のご連絡）
◇ロータリーの友 ５・６月合併号 ◇タウンニュース

ポール・ハリス・フェ
ロー表彰の皆さん

ソングリーダ
ーの中山会員

誕生祝の事務局中澤さん、安武・徳舛・伊藤和明・野中・加藤・
木村邦佑の各会員員

出席報告 徳舛幸丈会員

※4/2 の例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています
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スマイル報告
澤邑重夫君

半田朋子会員
4 月 2 日が最後の点鐘と覚悟しておりました

が、今年度のうちにお会いすることができ、本当にうれしく
存じます。これからもよろしくお願いいたします。
杉本剛昭君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。久し

ぶりに皆様の元気なお顔を拝見でき、嬉しい限りです。今年
度の例会も残り 3 回。どうぞよろしくお願い申し上げます。
伊藤留治君

2 ケ月ぶりの再会を大変うれしく思います。こ

れからも気を引き締めて新型コロナウィルスに打ち勝ちま
しょう。
杉本行廣君

お久しぶりですね。コロナに負けずにがんばり

ましょう。
加藤

寛君 誕生祝有難うございます。もう少し現役（仕事

上）を続けたいと思っております。
田中賢三君

とりあえずコロナに感染しないことを良しと

しています。この様な中でも奉仕活動をしていただき、たい
へん有難うございます。
成田栄二君

諸事お祝いの方々おめでとうございます。残り

3 回。会長・幹事、ご苦労様です。
河本啓伸君

しばらくの間、パソコン画面でしか会えなかっ

た皆さんにリアルで会えて嬉しいです。早くライブ会場でも

修正出席率

１００％

富田桂司君 5 月・6 月諸事お祝いの皆様おめでとうござ
います。久々の例会楽しみにしておりました。ステイホー
ムにて体型は元通りです！引越しにて体重計を壊してし
まい、測定不能です。すいませーん！
木村信一君 お久しぶりです。皆様、お元気にしてマス
ク？この様な事が言える事に感謝です。
橋本正一君 諸事お祝い、表彰の皆さんおめでとうござい
ます。
「平穏」とか「あたりまえ」という言葉が本当にあり
がたく思える今日この頃です。
木村邦佑君 皆様お元気そうで何よりです。いろいろな意
味でご祈念申し上げます。
安武 勝君 2 ケ月以上の自粛生活、毎日家と会社の往復
でした。ロータリーの例会でやっと普段にもどった気がし
ます。コロナに負けずがんばりましょう。
伊藤和明君 誕生祝ありがとうございました。
野中範郎君 在宅で体重が 3kg 増えました。
半田朋子君 皆様お久しぶりです。長い間お休みを致しま
した。今日は亡き主人の為にお花をいただき、ありがとう
ございました。
※上記のほかに、4 月末で退会された岩澤淑江様より多額
のスマイルを頂きました。
［本日 27 件、84,000 円です］

お会いできるとよいのですが。
大森久巳男君

皆様お久しぶりです。コロナには十分気を付

けて下さい。お互いに用心第一でいきましょう。
和田幸男君

例会ができて良かったです。諸事お祝いの皆さ

んおめでとうございます。
ガバナー月信 10 の 5 ページに IM
報告が載っています。
小澤雅彦君

皆様にお会いできた喜びと闘う人々への応援

と明日への希望と心を込めてスマイルいたします。
（地区ナ
イト返金分全額）
横山

貢君 皆様お久しぶりです。コロナ対策にマスクはこ

れからはきついです。熱中症にも気を付けましょう。
中山冨貴子君

お久しぶりに皆様のお元気なご様子にとて

も嬉しいです。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。コ
ロナ終焉まで頑張りましょう。
杉田祐一君

久しぶりに皆様とお会いできて嬉しいです！

お祝いの皆様おめでとうございます。
吉田恵子君

皆出席表彰 左上から成田・吉田・杉本剛昭・大箭・水嶋・
安武・杉田・大森・半田の各会員

皆様お久しぶりです。あっという間に 3 ケ月過

ぎました。茅ヶ崎はコロナがあまり出ていないという事で、
このままですんでくれたらと思います。
大箭剛久君

2 ケ月も例会場に来ていなかったので、道に迷

いそうでした。
水嶋

聡君 皆様お久しぶりで御座います。世界的に大変な

ことになりましたネ。そんな時こそ今まで以上にロータリー
のリーダーシップを必要としています。COVIT-19 に負けな
い人類を作る為に。皆様に幸有れ！ガンバリましょう。
加瀬義明君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。コロ

ナの影響は非常に大きいですが、何とか続けられておりま
す！

左）結婚記念祝の木村邦佑会員

右）ご主人ご命日の半田会員

