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『 世界へのプレゼントになろう 』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第９例会記録

【第１７回１１月５日(木)】
会員卓話「物故会員を偲んで」

志村 正夫会員

当ｸﾗﾌﾞの今の姿があるのも様々な方の貢献があって
こそです｡新入会会員も増え､物故会員をご存じない方
も多くなっているので､本日の卓話では物故会員を偲び
たいと思います。

＊川邊光夫様 昭和63年5月24日没(70歳)ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ賃貸

ご入会されて１年で亡くなり､とても残念でした。

＊野崎二三男様 平成2年4月8日没(64歳) 電話工事

電話線引き込み工事の会社を営んでいた。

＊村岸 孝様 平成3年7月16日没(65歳) 内科医

溝口で内科医をされており､私の子供もお世話になり

ました｡ｺﾞﾙﾌ場のﾒﾝﾊﾞｰで､ｺﾞﾙﾌがお好きでした。

お客様

小川湧三様(川崎鷺沼RC）

報 告

＊理事会報告
1.1月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

1月 7日(木)  賀詞交換会 定例理事会
14日(木) 卓話
21日(木)  第2回ｸﾗﾌﾞ協議会
28日(木)  夜間例会

2.年末家族会予算書 親睦活動委員会 承認
3.賀詞交換会 お琴とお茶席

＊古賀春生様 平成4年12月8日没 (48歳） 食品製造

ﾍﾞｰｶﾘｰ等手広く事業を営んでいらっしゃった。

＊藤江勝廣様 平成7年5月12日没(50歳 損害保険代理業

＊鈴木英樹様 平成9年8月22日没(59歳) 宴会場

例会場として利用させていただいた亀屋会館のｵｰﾅｰ

でとても物知りで教養がある方でした。

＊小黒辰二様 平成11年2月14日没(74歳) 貸店舗

通産省でご勤務され定年後当ｸﾗﾌﾞに入会された。

＊村田泰一様 平成11年4月10日没(78歳) 茶販売

溝の口神社の氏子をされており､社務所を作られた。

寄付金集めに協力できてよかった。

＊小島章光様 平成11年7月2日没 (72歳)

ﾃﾞﾊﾟｰﾄで陶芸品の作品展を開かれていた。

当ｸﾗﾌﾞで陶芸の同好会も開催してくれていた。

＊新海正亮様 平成11年10月24日没(63歳) 薬局経営

二子薬局を経営されていた｡ｺﾞﾙﾌやｽｷｰが好きでした｡

＊浅川喜代治様 平成15年4月11日没(62歳) 道路工事

当ｸﾗﾌﾞのｺﾞﾙﾌ同好会を作っていただき､初代ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

会長をされていた。

＊小黒達夫様 平成18年8月29日没(56歳）ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

諏訪にお住まいで､よくお酒を一緒に飲みに行ったこ

とが思い出されます。

＊原 芳郎様 平成18年11月26日没(81歳) 庭園業

お正月になると筆で一句書いていらっしゃった。

＊持田保雄様 平成21年12月13日没(97歳）駐車場管理

溝の口駅近くの駐車場を経営されていました。

＊宮坂昌人様 平成21年12月14日没(63歳) 産婦人科医

お仕事が大変お好きな方であった。

＊鈴木 明様 平成24年1月4日没(86歳) 税理士

とても気さくな方で皆から人気があった｡

鈴木良一会員の実父。

（←に続く）

(→から続く)

＊本間信治様 平成24年5月31日没(63歳) 塗装業

気風のいい､男気のある方でした｡人間としてとても

すごい方であったと思います。

＊大橋定康様 平成24年11月19日没(84歳) 寺院

大蓮寺のご住職でした。

＊千葉良平様 平成25年7月28日没(84歳) 建築請負

岩手県ご出身｡尺八を吹くのがご趣味でした。

＊古屋光克様 平成26年9月22日没(87歳) 金属焼付塗装

＊茅根正之様 平成26年12月24日没(78歳) 精密機械

昨年､事故により急逝され､非常に残念でした｡

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが大変お好きな方でした。



【第１８回 １１月１４日(土)】
移動例会「地区大会」

パシフィコ横浜

≪≪地区大会プログラム地区大会プログラム≫≫
＊本会議本会議

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ １Ｆﾒｲﾝﾎｰﾙ
12：00 登録開始
13：00 点鐘・式典

紹介､ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶･大会決議案採択
RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ､寄付金贈呈
長寿会員紹介

14：35 新会員紹介､青少年紹介
16：00 記念講演｢ﾊｰﾄﾞﾙを越える｣

講師：陸用競技ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場選手
為末 大氏

17：30  式典
18：00 点鐘

＊会員懇親会会員懇親会
ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ301･302
18：20 開宴
20：00 閉宴

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

11月5日 31 30 19 11 63% 7 1 80%

11月14日 31 30 20 10 67% 10 5 83%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

11/5 15 16,000 242,000 461,280 52%

11/14 242,000 461,280 52%

11/5 17 17,000 248,000 620,000 40%

11/14 248,000 620,000 40%

11/5 17 17,000 358,000 1,200,000 30%

11/14 358,000 1,200,000 30%

11/5 16 16,000 254,000 400,000 64%

11/14 254,000 400,000 64%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員
≪編集担当≫   曽我直樹 月岡涼吾

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊11/5 (順不同､会員敬称略)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)
本日はお世話になります｡
三家 護 酸素を補給しないと動けなくなりました｡半
人前の人間となり､皆さんと充分なお付合い出来なくな
りました｡
中田俊彦 卓話楽しみにしています｡


