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第23回(通算1359回)「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

第24回(通算1360回)「君が代・奉仕の理想｣

2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１２例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第２３回 １２月 １９日(木) 】
年末家族会｢津軽三味線の夕べ｣

本日の年末家族会はご夫人､ご家族､お客様など57名の出
席で､たいへん賑やかなものとなりました｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは｢津軽三味線の夕べ｣と題し三味線､尺八､太鼓､

囃子と総勢11人の方々にご出演戴き､例会場に素晴らしい
音色・歌声が響いて感動のひとときでした｡

1.津軽三味線(曲弾) 2.津軽じょんから節 3.佐渡おけさ
4.ｿｰﾗﾝ節 5.津軽ﾀﾝﾄ節 6.南部よしゃれ節 7.十勝馬唄
8.津軽道中馬方節 9.南部俵つみ唄 10.津軽あいや節
11.津軽音頭 12.会津磐梯山 13.南部牛追い歌(ﾘｸｴｽﾄ)

祝慶事
≪会員誕生日≫ 
10月 中田俊彦会員 10/19 森山圭介会員 10/3

佐藤哲夫会員 10/3
11月 木嶌士郎会員 11/11 三家 護会員 11/20

志村正夫会員 11/27 相馬 元会員 11/9

お客様

片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎稲
生RC)長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区拡大･増強委員長､川崎
高津南RC)川田邦康様･戸叶 哲様(川崎西RC会長･幹事) 長井公也
様･持田雄二様(川﨑高津南RC会長･幹事)鈴木富夫様･酒寄恵司様
(高津消防署長･副署長)熊谷智子様(高津消防署予防課庶務係長)
河原金蔵様(高津消防団長)
福嶋千恵子様 細谷やよい様 本藤伊都子様 飯尾智子様
石川佳代様 茅根啓子様 菊池昭子様 三富瑶子様 中田節子様
志村眞佐子様 杉崎里美様 鈴木慶子様 相馬順子様
佐藤夕子様 吉田智美様 吉田浩康様 細谷 桂様 三富百桃様
安藤恒弘様 安藤伸江様 ﾎﾞﾔﾝﾄ様

志村正夫会員 11/27 相馬 元会員 11/9
大橋健治会員 11/28 月岡涼吾会員 11/19

12月 森 正一会員 12/28
≪ご夫人誕生日≫ 
10月 飯尾智子様 10/10 伊藤八重子様 10/10

菊池昭子様 10/11 鈴木慶子様 10/30
11月 大橋洋子様 11/5 茅根啓子様 11/27

小山智恵子様 11/24
12月 杉崎里美様 12/17 相馬順子様 12/19

田中律子様 12/25
≪入会記念日≫ 
10月 三家 護会員 S60.10.24 大橋健治会員H21.10.22 
11月 安原正洋会員 H5.11.4  相馬 元会員 H18.11.30     

伊藤寿一会員 H24.11.29 
12月 福住亮雄会員 H4.12.3 
≪結婚記念日≫
9月 大橋健治･洋子様 9/24

10月 佐藤哲夫･夕子様 10/1 鈴木良一･慶子様 10/5
杉崎晴男･里美様 10/9 森山圭介･愛様 10/17
小山泰介･智恵子様 10/31

11月 田中 薫･律子様 11/3 三富末雄･瑶子様 11/8
中田俊彦･節子様 11/20 伊藤寿一･八重子様 11/24
青木功雄･亜希子様 11/24 相馬 元･順子様 11/28

≪表彰：Ｒ財団≫ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ3 三家 護会員
※年末家族会に当たりご祝儀を頂戴いたしました。
ありがとうございました｡(会員は敬称略)
片寄優子様 川崎西RC様 川崎高津南RC様 鈴木富夫様 河原金蔵様
奥寺忠義様 鈴木良一 茅根正之 本藤光隆 安原正洋 菊池幸治
三富末雄 志村正夫 福嶋 徹 杉崎晴男 田中 薫 飯尾光正
石川演慶 持田裕弘 濱田 肇 細谷和彦 森 正一 三家 護



【第２４回１月９日(木)】
「賀詞交換会」

≪お客様≫
高橋進様(東京世田谷南RC)中村近宏様(川崎RC)
矢野加奈子様(実践女学院講師)茅根宗啓様(表千家
教授)橋場賢三様(宮前文化協会副会長)沼倉恵美様
志村眞佐子様 相馬順子様
＊乾杯 福嶋徹会長ｴﾚｸﾄ
ご使命ですので乾杯の音頭を取らさせていただきます。
川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが益々を持って発展することと､ここ

にいらっしゃる皆様のご健勝を祈念致します。

＊賀詞交換会

平成26年最初の例会は毎年恒例の賀詞交換会でした｡
例会の前後にはお茶席が設けられ､茅根宗啓様､沼倉恵美
様､志村眞佐子様､相馬順子様による薄茶のお手前が皆様
に振舞われました｡
また､生田流筝曲師範･実践女子学園講師 矢野加奈子様

による筝曲､宮前文化協会副会長 橋場賢三様の長持歌と
今年初めての例会に相応しい華やかな例会となりました｡

*12/19(会員敬称略)
長戸はるみ様(第2590地区拡大増強委員長､川崎高津南RC）
本日はよろしくお願い致します｡
佐藤夕子様 入会して１年が経ちました｡気持ちですが
初めて寄付してみようと思いました｡
鈴木良一 本日はお楽しみいただければ幸いです｡
三家 護 年末家族会で1年間のｳｯﾌﾟﾝをﾊﾗｼﾃ下さい｡
福嶋 徹 家族で来ました｡
細谷和彦 家族全員で津軽三味線を聴きに来ました｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

筝 曲 ： 矢野加奈子様
茶 席 ： 茅根 宗啓様
長持歌 ： 橋場 賢三様

出席報告
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者
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前々
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席数

MU
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修正

12月19日 30 29 25 4 86% 5 2 90%

1月9日 30 29 26 3 90% 8 5 90%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/19 15 16,000 314,000 360,000 87%

1/9 24 24,000 338,000 360,000 94%

12/19 16 19,000 291,000 600,000 49%

1/9 22 22,000 313,000 600,000 52%

12/19 17 37,000 470,000 1,200,000 39%

1/9 24 38,000 508,000 1,200,000 42%

12/19 15 32,000 309,000 600,000 52%

1/9 22 24,000 333,000 600,000 56%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：本藤光隆 森山圭介

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

細谷和彦 家族全員で津軽三味線を聴きに来ました｡
菊池幸治 大勢の皆様に来て戴き､有難うございます｡
＊1/9
中村近宏様(川崎RC)明けましておめでとうございます｡
矢野加奈子さんの応援に来ました｡
鈴木良一 明けましておめでとうございます｡本年もよろ
しくお願い致します｡
三家 護 明けましておめでとうございます｡今年もよろ
しくお願い致します｡何か一つで良いですから起こしたい
ものです｡
福嶋 徹 あめでとうございます｡
菊池幸治 新年おめでとうございます｡今年もよろしくお
願い申し上げます｡
森 正一 福住先生､お世話になりました｡


