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第23回(通算1405回)「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

第24回(通算1406回)「君が代･奉仕の理想」

2014～2015

クラブ年度方針

『 クラブの充実と活性化 』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１２例会記録

【第２３回 １２月１８日(木)】
｢年末家族会」 ﾎﾃﾙKSP 3F

今年の年末家族会は､66名の皆様にお集まりいただき
ﾎﾃﾙKSPの3階で盛大に行われました｡

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは世界でも活躍中の和太鼓奏者､千代園 剛
(ちよぞのたけし)氏とそのお仲間による和太鼓･お囃子
･三味線のｽｹｰﾙの大きな演奏会が行われ､年の瀬を楽し
みました｡また､ｸﾘｽﾏｽより早めに来日したｻﾝﾀさんから
子供たちはﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをもらって大喜びでした｡

お客様

中村憲一様(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､
川崎西RC) 筒井 進様･越水詞郎様(川崎西RC会長･幹事)
持田光幸様･中村一郎様(川崎高津南RC会長･幹事）
越谷成一様(高津消防署署長)
青木亜希子様 福嶋千恵子様 細谷やよい様 本藤伊都子様
飯尾智子様 茅根啓子様 小山智恵子様 三富瑶子様
森 由美様 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 玉城真由美様 谷野ありさ様
青木幹太様 青木英祐様 吉田智美様 吉田浩康様
吉田美久様 細谷 桂様 小山泰河様 小山泰樹様
大橋桃子様 大橋龍平様 大橋蓮央様 谷野真央様
安藤恒弘様 安藤伸江様 田村和子様 沼倉 美重様

祝慶事
≪会員誕生日≫ 森 正一会員 12/28
≪ご夫人誕生日≫

訃 報

当ｸﾗﾌﾞのﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰであり､ﾊﾟｽﾄ会長の茅根正之会員
が､2014年12月24日にご逝去されました｡(享年78歳)
謹んでご冥福をお祈り致します｡

≪ご夫人誕生日≫
青木亜希子様 9/14 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  大橋洋子様 11/5
茅根啓子様 11/27  小山智恵子様11/24 杉崎里美様 12/17
相馬順子様 12/19  田中律子様 12/25
≪結婚記念日≫
大橋健治･洋子様 9/24  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 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
伊藤壽一･八重子様 11/24青木功雄･亜希子様
11/24 相馬 元･順子様 11/28日
≪入会記念日≫ 福住亮雄会員 平成4.12.3
≪感謝状≫ ☆2013-14年度｢歴史に１㌻を刻もう｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
Ｒ財団1500ﾄﾞﾙ以上の寄付(1794㌦￥183,000寄付しました)



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊12/18 (順不同､会員敬称略）
筒井進様･越水詞郎様(川崎西RC会長･幹事)本日はお世
話になります｡
福嶋 徹 大勢の皆様ようこそ｡今晩はゆっくり楽しん
で下さい｡
大橋健治 本日は皆様ようこそいらっしゃいました｡ど
うぞお楽しみ下さい｡
細谷和彦 久し振りに三人で伺いました｡よろしく｡
志村正夫 昨夜61年間続いている高津中学校の同期8人
で恩師を囲み楽しく過ごしました｡またこの会の存続に
幸せを感じました｡
＊1/8
長戸はるみ様(Rの友地区代表委員長､川崎高津南RC)
今日は宜しくお願い致します｡
小川湧三様(川崎鷺沼RC)あけましておめでとうござい
ます｡中途退場をお許し下さい｡
福嶋 徹 おめでとうございます｡今年も宜しくおねが
いします｡
三家 護 おめでとうございます｡今年もﾆｺﾆｺ頑張りま
すので､よろしくお願い致します｡
菊池幸治 新年おめでとうございます｡今年もどうぞよ
ろしくお願い致します｡
大橋健治 長戸様､矢野様､本日は宜しくお願いします｡
茅根様､志村様､沼倉様､相馬様､ありがとうございます｡
安原正洋 今年もよろしくお願い致します｡
※年末家族会に際し､ご祝儀を頂戴致しました｡

【第２４回１月８日(木)】

｢賀詞交換会｣ お琴とお茶席

＊お客様
長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区Rの友地区代表委員
長､川崎高津南RC) 小川湧三様(川崎鷺沼RC) 矢野加奈
子様(生田流筝曲師範･実践女子学園講師)  茅根宗啓様
(表千家教授) 沼倉美重様(大蓮寺) 志村宗眞様(表千家
教授)相馬順子様

平成26年最初の例会はﾎﾃﾙKSP｢銀杏」において毎年
恒例の賀詞交換会が行われました｡

例会前よりお茶席が設けられ､茅根宗啓様､沼倉恵美様､
志村宗眞様､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､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして長戸はるみ様と矢野加奈子様による
お琴の演奏が行われ､賀詞交換会に相応しい華やかな例
会となりました｡

＊ご挨拶 茅根啓子様

先日の主人の葬儀に際しましては､年末にも拘らず大
勢の皆様にご出席､お手伝い戴きましてありがとうござ
いました｡今日は主人が喜ぶと思い､やって参りました｡

ﾛｰﾀﾘｰが大好きな人でした｡いつも皆様とご一緒してと
ても楽しそうでした｡先日､PCを見ると30周年に向けて
の原稿が入っており､そこには皆様に対する感謝の言葉
が綴られていました｡長い間お世話になりまして本当に
ありがとうございました｡
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12月18日 32 31 28 3 90% 9 2 77%

1月8日 31 30 25 5 83% 11 6 83%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/18 20 30,000 ﾎﾟﾘｵ69,000 160,000 13%

1/8 20 26,000 95,000 155,000 61%

12/18 20 21,000 339,000 640,000 53%

1/8 21 25,000 364,000 620,000 59%

12/18 22 46,000 511,000 1,200,000 43%

1/8 25 50,000 561,000 1,200,000 47%

12/18 21 23,000 344,000 600,000 57%

1/8 22 48,000 392,000 600,000 65%
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寄付報告

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 三富末雄副委員長 曽我直樹委員
喜多川亮平委員 編集担当： 本藤光隆 曽我直樹

※年末家族会に際し､ご祝儀を頂戴致しました｡
ありがとうございました｡(順不同､会員敬称略)
筒井 進様 越水詞郎様 持田光幸様 中村一郎様
越谷成一様 福嶋 徹 茅根正之 菊池幸治 三家 護
杉崎晴男 三富末雄 飯尾光正 鈴木良一 本藤光隆
石川演慶 森 正一 安原正洋 細谷和彦 伊藤寿一
田中 薫 相馬 元 大橋健治

※賀詞交歓会に際し､長戸はるみ様､茅根宗啓様より
ﾆｺﾆｺとﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰに多大なるご寄付を頂戴しました｡
ありがとうございました｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円
R財団は11月末の寄付総額 284､000円｡12月より会員数×5,000円＝15.5万

円の目標達成までﾎﾟﾘｵに積立


