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【 本日のプログラム 】 5月31日 第６回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 鈴木 洋子会長エレクト
【 次回予告 】 6月7日 卓話 「山の話」 小林 正樹 様

【 第1901例会 】 平成30年5月19日（土） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君、野口 宏 君
【 ソングリーダー 】 鈴木 洋子 君、上田 利久 君 【 会場 】 小田急ホテルセンチュリー相模大野清

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 1名(敬称略)

40名 35名 97.22% 83.78% 12名 苗加

1906号

創立４０周年式典・祝宴
「みんなが主役、一人ひとりが主役」

～脚下照顧～

点鐘 会長 小栁 智裕

開式の辞 幹事 北砂 明彦司会 髙橋 清 実行委員長 神作 彰

会長 小栁 智裕
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創立40周年記念式典次第

第一部 記念式典（フェニックスⅠ）14：00～

司会SAA 高橋 清

点 鐘 会長 小栁 智裕

開式の辞 幹事 北砂 明彦

斉唱「国歌 君が代」「韓国国歌 愛国歌」

「ロータリーソング 奉仕の理想」

ソングリーダー 鈴木 洋子

来賓・ゲスト紹介 会長 小栁 智裕

実行委員長挨拶 実行委員長 神作

彰

会長挨拶 会長 小栁 智裕

物故会員へ黙祷 会長 小栁 智裕

記念事業披露

記念事業部門担当委員長 入江 公敏

寄金の贈呈並びに感謝状の贈呈

会長 小栁 智裕

来賓祝辞 大和市長 大木 哲

第2780地区ガバナー 大谷 新一郎

姉妹クラブ東慶州RC会長 崔 奎植

スポンサークラブ会長 武田 茂

大和商工会議所会頭 宮東 悠

祝電披露 式典部会長 藤田 方巳

閉式の辞 副 会 長 高橋 政勝

点 鐘 会長 小栁 智裕

諸事お知らせ SAA 岸 幸博

第二部 祝 宴（フェニックスⅡ・Ⅲ）

15：45～

司 会 祝宴担当委員 野口 宏

開宴の言葉 祝宴部会長 阿萬 正巳

歓迎の言葉 会長 小栁 智裕

乾杯と祝辞

第2780地区第６Ｇガバナー補佐 加藤 伸一

表彰並びに感謝状 会長 小栁 智裕

祝 宴・アトラクション

閉宴の言葉 伊藤 英夫

ロータリーソング

「手に手つないで」

ソングリーダー 上田 利久

諸事お知らせ SAA 岸 幸博

来賓祝辞 大木 哲 様 大谷 新一郎 様

宮東 悠 様 武田 茂 様

寄金贈呈、感謝状贈呈
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ゲスト紹介

大和市長 大木哲 様、神奈川県大和警察署 署長 小林仁 様、

大和商工会議所 会頭 宮東悠 様、大和栄興自動車株式会社 代表取締役 井上三郎 様、

(株)きらぼし銀行大和支店支店長 石田卓也 様、

一般社団法人大和青年会議所 理事長 横澤高太郎 様、橋本博文 様、

大和リバティライオンズクラブ 次年度会長 荻窪克弥 様、幹事 中澤敬介 様、

会計 小林吉司様、大和中央シティライオンズクラブ 会長 鳥居眞弓 様、加川圧司 様、

古田土勝美 様、土屋翁三 様、竹原繁男 様、蒲生文衛 様、椋茂廣 様、澤登次郎 様、

中島康次郎 様、東慶州RC 崔奎植 様、朴星俊 様、金載鎭 様、金晋錫 様、趙吉助 様、

金導協 様、金鍾哲 様、李相敦 様、鄭永錫 様、李相汶 様、金泳喆 様、李東喆 様、

李昇牧 様、曺必錫 様、元智煥 様、 尹明大 様、鄭熙哲 様、辛東一 様、金秀玄 様、

国際ロータリー第2780地区ガバナー 大谷新一郎 様、第６Gガバナー補佐 加藤伸一 様、

厚木RC会長 常磐重雄 様、幹事 森住等 様、大和RC会長 武田茂 様、幹事 森川良三 様、

座間RC会長 細川康治 様、幹事 矢部雅文 様、厚木中RC会長 齊藤達夫 様、

佐藤光輝 様、大和田園RC会長 栗城博 様、幹事 古木哲夫 様、

海老名RC会長 吉岡謙一 様、幹事 松井亮作 様、海老名欅RC会長 柏木京子 様、

幹事 小川満 様、厚木県央RC会長エレクト 立脇孝二 様、幹事 土屋義行 様、

本厚木RC会長 杉田泰繁 様、幹事 鈴木八四郎 様、大和RC 佐々木和夫 様、古川毅 様、

花岡正 様、長谷川衛 様、本田誠一 様、伊藤健司 様、伊藤彦二 様、石井規子 様、

増正之 様、眞鍋藤正 様、鈴木喜一 様、冨岡弘文 様、大和田園RC 宇多勇 様、

古谷田紀夫 様、大矢英明 様、古木明夫 様、河西正彦 様、佐々木辰郎 様、

開保津昭彦 様、阿萬真美子 様、藤塚昭子 様、後藤久子 様、橋本誠子 様、

橋本絵里奈 様、石川小百合 様、伊藤克枝 様、上田郁代 様、梅田安代 様、

安倍時子 様、Chien-Cheng CHIU 様、李敏 様、文眞雅 様


