
1998-1999年度　6 代（平成10年-11年）
6‐1

（H 10 ） （H 11）

後藤ガバナー 　公式訪問

1998、11、19 （240回）

1998、9、6 （229回）

1998、10、18 （235回）

1998、7 ～ 1999、6 会長　松田 賓 幹事　澤山 忠　

職場訪問　　　平和島競艇場

初例会

1998、7、2 (221回）

地区大会　　　　横須賀

1998、10、4 （233回）

藤野産業まつり　　　　台風のため中止

1998、8、25（228回）

レイチェル・ハザード ファミリー歓迎会　　

　　　合同例会　　　いづみ

レイチェルお別れあいさつ

津久井湖さくら祭り　　　タコ焼　売上　\100,600

年次総会　　　　八百辰

1998、12、26 （245回）

IM　　　　センチュリー相模大野

1999、3、27 （256回）

1998、11、21 （241回）

1998、12、10 （243回）

1998、12、17 （244回）

1999、4、3 （257回）

津久井交通安全協会へ自動車の贈呈 \1,000,000

薬物乱用防止キャンペーン　交通安全キャンペーン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三ヶ木交差点　

ダメ絶対国連募金へ　\16,126 送る

五周年記念例会　　　感謝の夕べ　日本閣
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最終例会　　石和　京水荘

1999、6、26 （268）

1999、4、22 （260回）

チャリティーボーリング　　オークション

1999、5、23 地区協議会　　　　相洋高校

かわせみの家 冷蔵庫　　　　　　　　　　　　　贈呈

生活館 やまゆり作業所 パソコン　　5周年記念に

1999、6、3 （265回）



1999-2000年度　7 代（平成11年-12年）
7‐1

（H 11） （H 12）

1999、7,15、1 （269回）

初例会

1999、7、15 （271回）

1999、8、8、（274回）

1999、10、7 （281回）

1999、10、17 （283回）

1999、11、25、（288回）

1999、12、2 （289回）

　　　　　　　　　　　 タコ焼

いい年いい月いい日

H11、11、11 （286回）

　　萬田さんは11時11分に会社を出たそうです。

チャリティーボーリング　　オークション　委員長 杉本

　売上　\130,000 。　　\133,550はチャリティーへ

トルコ義捐金 500/1名

かわせみの家 5周年　祝金 \10,000

藤野産業まつり　　薬物乱用防止キャンペーン

1999、7 ～ 2000、6 会長　加藤 祺一 幹事　佐藤 祐一郎　

薬物乱用防止キャンペーン　　　城山高校付近

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三ヶ木交差点

津久井警察署・津久井高校インターアクト

　　　　　　　津久井警察署・城山高校の方々

中山ガバナー　　公式訪問

1999、9、9 （278回）

職場訪問　　　　宮ヶ瀬ダム見学

（1999、11、11）

薬物乱用防止キャンペーン　交通安全キャンペーン
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2000、5、12 （309回）

津久井RC　チャリティーゴルフ　　　　津久井湖GC

2000、6、15 （314回）

ガールスカウト第52団へ \100,000 贈呈

2000、7、1 （316回）

最終例会　　　石和　やまぶき

2000、6、2

合同例会　　　大原屋

2000、5、21 地区協議会　　鎌倉女子大学

　　米山功労クラブ表彰

2000、3、25 （304回）

2000、6、1 （312回）

神奈川県防犯協会より表彰

年次総会　　　八百辰

1999、12、25 （292回）

2000、3、19 （303回）

2000、3、16 （302回）

ネパール ベッド差額寄付　\30,000

2000、3、2 （300回）

　　財団寄付優秀クラブ表彰

　　　（薬物乱用防止キャンペーン活動に対して）

IM　　　　平安閣　　小川実行委員長

津久井湖さくらまつり　　タコ焼

　　　　　　　　　　　　　残金 \28,000チャリティーへ

2000、4、8 （305回）

地区大会　　大磯プリンスホテル



2000-2001年度　8 代（平成12年-13年）
8‐1

（H 12） （H 13）

2000、9、14 （326回）

久保氏入会

地区大会　　横須賀プリンスホテル

2000、7、13 （318回）　　　　チョ フェイリン

2000、7 ～ 2001、6 会長　田部井 國隆 幹事　塚原 敦夫　

2000、7、6 （317回）

初例会

米山学生　邱 恵玲　（台湾）　来訪

薬物乱用防止キャンペーン　スーパーアルプス

2000、7、29 （319回）

　　　　　　　　　　　　　　　 　　コープかながわ

　　　　津久井警察署　

　　　 城山原宿安全安心まちづくり推進委員

津久井ＪC理事長　教育フォーラム後援のお礼

2000、10、5 （329回）

2000、10、21 （331回）

青少年教育フォーラム　　沼崎パネラー

　　　　　　　　　　　　　　       　支援金\190,000

2000、10、22 （332回）

　　　会員増強優秀クラブ （16,67％）

　　　　　　　　　　　　 売上 \157,200チャリティーへ

2000、10、29 （333回）

　　　 財団寄付　　〃　　　（296,77％）

2つの部門で第1位表彰

藤野産業まつり　　タコ焼・清涼飲料販売  田畑委員長　　　

2000、11、16 （335回）

職場訪問　　㈱東京衡機製作所　　土田委員長
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チョウ

2000、12、21 （339回）

年次総会　　八百辰

臼井氏　入会

　　ネパール支援　（ベッド差額）　\20,000

　　ポリオ撲滅　　　　　　　　　　　　\36,000

2001、2、8 （344回）

　　留学生記念品代　　　　　　　  \30,000

　　カンボジア地雷撤去寄付金　　\30,000

　　中国の日本語教師支援　　　　\10,500

2001、2、1 （343回）

いづみ

報告　　インド地震義援金　\15,000（スマイルより）

2001、2、16 （345回）

津久井RCとの合同例会　　担当 津久井中央RC

2000、11、23 法定休会

2000、11、30　（336回）

小山氏　入会

2001、1、25 （342回）

神奈川水源の森へ \11,000 寄付

国際奉仕委員会よりの報告

　　関西国際大会協力金　　　　　\72,000

2000、12、14 （339回）

米山学生 邱さん卓話

チャリティーゴルフ（津久井RC）　相模湖CC

2000、12、7 （337回）

小沢ガバナー　　公式訪問
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2001、2、24 （346回）

2001、3、8 （348回）
　　チョ フェイリン

米山奨学生 邱 恵玲 お別れ会　　石神カウンセラー

2001、3、17 （349回）

薬物乱用防止キャンペーン　ガールスカウトと共に

2001、6、23 （363）

最終例会　石和　君佳　　石神さん原宿RCへ

家族会　平安閣　60名　　　総支出　\537,650

2001、4、8 （353回）

津久井湖さくらまつり　　タコ焼・飲料販売　16万弱

2001、3、24 （350回）

IM　　　　　千寿閣

チャリティーボーリング　オークション

　　売上 \95,000　残 \109,000　　チャリティーへ



2001-2002年度　9 代（平成13年-14年）
9‐1

（H 13） （H 14）

2001、7 ～ 2002,6 会長　内田 昭和

\100,000 寄付

地区大会にて会員増強5位表彰　大磯プリンスホテル

ガールスカウト寄付贈呈　　\100,000

2001、10、25 （379回）

幹事　金井　順一　

報告　　中道志川トラスト運動寄付　\20,000

2001、10、2 ニューヨーク国際貿易センター被害支援金

青少年交換学生 レイチェル来日（2年ぶり）

2001、9、27 （375回）

窪田氏入会

2001、7、19 （366回）

職場訪問　　小川工業（株）小倉工場

2001、10、7 （376回）

レイチェル　帰国あいさつ（2年ぶり）

薬物乱用防止キャンペーン（合同）　城山高校

　　　　　　　　　　　 薬物乱用防止キャンペーン

2001、10、28 （380回）

2001、11、7 （382回）

2001、11、29 （384回）

藤野産業まつり　　タコ焼　

2001、12、6 （385回）

　教師・生徒・津久井警察　　　安西社会奉仕委員長

2001、8、2 （368回）

2001、7、5 （364回）

初例会　早田氏入会　土田分区代理（当クラブ初）

竹内ガバナー　　公式訪問

2001、7、26 （367回）
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モーランRC親善訪問団 7名　　6/5歓迎会

2002、6、29 （409回）

最終例会　　石和　　ホテル　うかい

　　　　　5/14～16 モーランRCへ

2002、6、6 （407回）

2002、4、6 （400回）

津久井湖さくらまつり　　親睦　担当 久保

2002、4、25 （402回）

姉妹クラブ締結プロジェクトチーム結成　

2002、2、14 （393回）

　　　　　杉本・田畑・沼崎・佐藤・山崎（5名）で

チャリティーボーリング　　オークション

2002、3、24 （398回）

IM　　　　千寿閣　　　　　相模原西RC

ネパール ベッド支援　　\30,000

合同例会（津久井RC）　　　いづみ

中国の日本語労習支援　　500/1名　　 \19,000

2001、12、22 （387回）

2002、1、24 （390回）

2002、1、31 （391回）

年次総会　　　八百辰



2002-2003年度　10 代（平成14年-15年） 10‐1

（H 14） （H 15）

　　　　マーブリングハウス・たんぽぽの家

2002、11、21 （429回）

ガールスカウト52団へ寄付　　\100,000

家族例会　　橋本慶福楼

2002、11、30 （430回）

津久井RCとの合同社会奉仕・4町地域作業所との交流会

　　　　かわせみ会・つくしの家・竹のこ作業所・やまのべ館

2003、4、11 （446回）

　　　斉藤・窪田　・・・10名　　　記念品・羽子板

提携期間　2002、9、28～2005、9、28 

鹿島ガバナー　公式訪問（津久井RCとの合同）

2003、1、16 （435回）

年次総会　　　　八百辰

2002、12、21 （433回）

2002、7～ 2003、6 会長　佐々木 道他 幹事　小坂 義和　

　　　佐々木・小坂・井上・佐藤・小川・沼崎・田畑・杉本

　　　　　　　　　　　　　　　　　1枚なのでくわしくのってない

2002、7、4 （410回）

モーランRCとの姉妹クラブ提携についてのフォーラム

2002、8、15 ソウルにて、小川・吉野・久保・3名が季さんと面談

初例会　　会報パワーズプランニング作成

2002、9、15 （420回）

2002、9、27～9、30 （提携期間1回目）

地区大会　　　グリーンホール相模大野

モーランRC15周年参加　姉妹クラブ提携調印式

　　　モーランRC15周年の内容について打ち合わせ

2002、7、11 (411回）

100名参加　　湖月荘
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最終例会　　河口湖富士レイクホテル

チャリティーボーリング　　オークション

2003、5、18 地区協議会　　　日本大学湘南校舎

2003、6、22 （456回）

2003、5、15 （450回）


	創立からの年度別　活動詳細-06
	創立からの年度別　活動詳細-07
	創立からの年度別　活動詳細-08
	創立からの年度別　活動詳細-09
	創立からの年度別　活動詳細-10

