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創立から ２２年間 のあゆみ

22
1993-1994年度　1 代（平成5年-6年）

2014-2015年度　22 代（平成26年-27）



1993-1994年度　1 代（平成5年-6年） 1‐1

（H 5） （H 6）

4町社会福祉基金へ贈呈 　　4町 × 100,000 = 400,000

ロータリー財団へ贈呈

合同例会　　　　いづみ

1994、4、21 （21回）

合計　700,000

米山奨学会へ贈呈 100,000

ボーイスカウトへ贈呈 50,000

ガールスカウトへ贈呈 50,000

100,000

1993、11、22 R１より認証される

（正式初例会）

1993、11、25 （1回）

関戸分区代理 認証状を例会に持ってくる。

1994、2、17 （12回）

1994、2、10 （11回）

バナー 出来上がり

記念事業

1994、3、27 チャーターナイト ・ 法政大学 キャンパスにて

1994、3、5 （14回）

IM　　　　　千寿閣　　　　　18名出席

1994、3、10 （15回）

内田 ・ 星野　入会

1993、11、6 （創立総会）

1993、1　～　1994、6 会長　古屋 充玄 幹事　小川 洋一

1993、10、7 （仮初例会） ～ 1993、11、18 （7回目）



1‐2

9名参加

1994、5、15 地区協議会

ゴルフ同好会発足 「中央 66会」

　　　　＊中央クラブが平成6年66番目に発足した事から

　　　　　　この名前がつきました。

最終例会　　八百辰

1994、6、25 （30回）

山本ガバナー　公式訪問

1994、5、19 （24回）

1994、5、29 津久井RC城山福祉祭にて モチツキに協力



1994-1995年度　2 代（平成6年-7年） 2‐1

（H 6） （H 7）

1994、12、22 (52回）

　　　　　　　　　　　　　　みつばつつじの販売

1994、12、15 (51回）

横浜銀行での例会 最後

1994、12、24 (53回）

年次総会　　　　八百辰

収益は藤野町社会福祉協議会へ寄付

合同例会　　　いづみ

例会　　　尾﨑記念館

1994、12、8 (50回）

例会場　　　横浜銀行より大原屋へ

1995、1、26 （56回）

報告　兵庫県南部地震義援金 \30,000 送る

1994、7　～　1995、6 会長　加藤 政治 幹事　佐々木 道也

1994、7、7 （31回）

初例会

合同家族例会　　　　日本閣

1994、9、10 （39回）

1994、9、18 （40回）

地区大会　　　茅ヶ崎市民会館　　　24名出席

藤野産業まつり参加　 ポン菓子・ポップコーン・

1994、10、23 （44回）

1994、10、6 （42回）

神崎ガバナー　　　公式訪問

薬物乱用防止キャンペーン　　クマのぬいぐるみ



2‐2

移動例会　　　　川尻八幡神社　　植樹を行う

1995、6、22 (76回）

1995、2、4 （57回）

年次総会　　　いづみ　　卓話・三宅義行氏

最終例会　　　　石和 京水荘

1995、6、24 （77回）

1995、5、14 地区協議会　　グリーンホール相模大野

1995、3、18 （63回）

IM　　　　　千寿閣　　　　相模原西

チャリティーゴルフ　　　　相模湖ＣＣ

1995、4、13 （67回）



1995-1996年度　3 代（平成7年-8年） 3‐1

（H 7） （H 8）

年次総会　　　　八百辰

1995、12、26  (101回）

川尻八幡神社

1996、1、11 （102回）

合同例会　　　　いづみ

1996、2、24 ～ 2、25 （108回）

1995、2、9 （106回）

薬物乱用防止キャンペーン

今迄一名の退会者なし

1995、12、21（ 100回例会）

1995、11、5 （95回）

親睦旅行　　　　筑波山方面

米山記念会館見学　　　　17名参加

1995、7　～　1996、6 会長　尾﨑 右市 幹事　山本 昇

真崎ガバナー　　公式訪問

1995、7、27 （81回）

藤野産業まつり参加　 焼魚販売 ・ 炭火焼

1995、10、22 （93回）

1995、7、6 （78回）

初例会

1995、9、17 （87回）

津久井湖誕生30周年カーニバル

台風にてモチツキ中止

1995、9、21 （88回）

滝沢氏入会

1995、10、15 （91回）

地区大会　　　　大磯プリンスホテル



3‐2

1996、6、29 最終例会　　　　　　

チャリティーゴルフ　　　　相模湖CC　　

1996、4、11 （115回）

職場訪問　　　久保田酒造

1996、4、18  (116回）

Ｉ Ｍ　　　平安閣　　　相模原グリーンRC

1996、3、23 （112回）

1996、5、12 地区協議会　　　　　産能大



1996-1997年度　4 代（平成8年-9年） 4‐1

（H 8） （H 9）

河本ガバナー　公式訪問

職場訪問　　　　ラファエル会　薫風学園

1996、10、20 （141回）

1996、11、7 （143回）

1996、12、26 （150回）

　　　　　　　　　　　城山町保健福祉センターにて

1997、1、11 （152回）

地区大会　　　大磯プリンスホテル

藤野太陽の市場 参加

津久井高校インターアクトクラブ チャーターナイト

ＲＣ年次総会　　　八百辰

1996、10、13  (140回）

    廃油リサイクル石鹸販売　　輪投げ

　　ヨーヨー釣り大会　薬物乱用防止キャンペーン

津久井RCとの合同例会　　　　大原屋

1997、2、7 （155回）

津久井RCチャリティーゴルフ参加　　

1997、3、26 （161回）

　　　　　　　　　　　\114,500　チャリティーへ

1996、8、4 （131回）

家族例会　　　　早戸川国際マス釣り場

1996、9、26 （138回）

1996、7　～　1997、6 会長　土田 正尚 幹事　安西 圭市

三浦さん、内藤さん　入会

1996、7、11 （128回）

1996、7、4 （127回）

初例会



4‐2

津久井中央ＲＣチャリティーゴルフ　　津久井湖GC

地区協議会　　　　　横須賀1997、5、11

1997、6、5 （170回）

1997、3、29 

IM　　　　千寿閣　　　　　相模原南RC

最終例会　　　石和 　ホテルうかい　

1997、6、28 (173回）



1997-1998年度　5 代（平成9年-10年） 5‐1

（H 9） （H 10）

　　　　　　　　ライフホーム城山

藤野産業まつり　　アユ・イワナの塩焼

1997、10、19 （188回）

合同例会　　　　いづみ

1997、12、5  (195回）

年次総会　　　　八百辰

1997、12、20 （197回）

薬物乱用防止キャンペーン

　　　津久井警察署合同　　城山アルプス前

1997、9、21 （185回）

家族会　　八景島シーパラダイス・ディナークルーズ

　藤野たんぽぽの家 ・ 相模湖マーブリングハウス

職場訪問　　城山特別養護老人ホーム

1997、9、4 （182回）

　やまゆり作業所 ・ 城山つくしの家

小山ガバナー　　公式訪問

1997、9、11 （183回）

薬物乱用防止キャンペーン

1997、9、27 （186回）

四町の地域作業所への寄付金贈呈

1997、7　～　1998、6 会長　神保 靖男 幹事　吉野 賢治

1997、7、3 （174回）

初例会

1997、7、17 （176回）

1997、11、9 （192回）

地区大会　　箱根　富士屋ホテル



5‐2

Ｉ Ｍ　　　千代田平安閣

1998、2、15 （202回）

1998、6、27 （220回）

1998、4、16 （210回）

チャリティーゴルフ（津久井中央RC）　相模湖CC

1998、4、11 （209回）

最終例会　　　石和 京水荘

　　　　中山・井上会員　女装で接待

津久井湖さくらまつり参加

職場訪問　　ふじの温泉病院 

1998、3、26 （207回）

1998、2、5 （200回例会）

通常例会

1998、3、12（205回）

職場訪問　　城山発電所 

1998、5、17 地区協議会

1998、1、8 　　雪のため休会　　有志で一杯会

（小川・土田・吉野・中山・井上・小坂・大用）

レイチェル（交換学生）例会出席

1998、1、22 （198回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  後期 津久井中央/山本

　　（1/11来日）1998～1999　前期 津久井中央/沢山・斉藤

（3か月づつ）
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