
２０２０年新春懇親実施会結果❶
新入会員 子年《地区全会員》 《参加会員》

1 成田 健児 26 柏葉 敏之 51 稲葉 正幸 76 水野 整治・参加状況 （締切後8名欠席）
2 安藤 崇彦 27 角屋 秀樹 52 稗田 優 77 安藤 嘉邦

3 佐藤 利明 28 西 久夫 53 松永 義行 78 松井 俊憲メール 参加者＝82名/276名
4 松本 正勝 29 太田 稔 54 川端 秀敏 79 内山 和子
5 池上 邦彦 30 清水 正幸 55 青山 和裕 80 小野 博郵 送 参加者＝10名/84名
6 福田 三千男 31 安藤 幸彦 56 小島 正三 81 清水 国男

合計 参加者＝92名/360名 7 塩谷 勝典 32 小山 光幸 57 永田 均 82 栗本 学史
8 後藤 英敏 33 安藤 武司 58 曽根 俊行 83 野川 義雄

・参加率 25.6% ＜昨年27.4%＞過去最低 9 平野 功 34 小木曽 淳二 59 太田垣 稔 84 村田 強
10 枝茂川 康二 35 長縄 博之 60 祖父江 辰夫 85 小笠原 貞二

・返信率 80.6% ＜昨年77.9%＞過去最高 11 井上 儕 36 上田 哲也 61 身畑 幸博 86 谷口 進
12 佐伯 史男 37 辰巳 俊之 62 仁部 俊文 87 橋傍 芳巳

・新入会員の参加者：4名（11名）
13 荻野 和郎 38 多久島 亘 63 松田 長司 88 坂井田 文雄
14 廣田 勝 39 稲田 久美子 64 前田 弘行 89 阪東 博美・子年の参加者：4名（19名）
15 長尾 哲男 40 中西 貞幸 65 川久保 清 90 吉田 美喜子
16 小川 浩 41 水野 正一 66 久我 安秋 91 増元 賢二
17 染野 義治 42 伊藤 康秀 67 新美 博章 92 荒木 慶二課題 18 奥本 一美 43 若松 一雄 68 永田 俊彦

①参加者100名越え・・・未達 19 木佐貫 廣見 44 赤松 佳則 69 沖本 克巳 事務局 赤川 治久

20 三村 雄次郎 45 田代 義和 70 岡田 晋②参加率・・・四分の一
21 赤塚 順 46 山端 正己 71 大脇 康義③新入会員・回り年の参加が
22 羽原 博司 47 墨谷 淳 72 奥村 秀利悪い
23 籠谷 実 48 榊 健一 73 道田 良司

④参加者がほぼ固定
24 廣石 和郎 49 井戸 道雄 74 種村 悟
25 藤井 秀昭 50 仲谷 裕茂 75 矢寺 博之



籠谷会長挨拶

赤川事務局長挨拶 仲谷さん乾杯

新会員＆子年集合写真 イベント（マジック＆
ドジョウ掬い）

新会員代表挨拶
（清水さん）

おもしろクイズ 伊藤さん中締め

２０２０年新春懇親会実施結果❷

■２０２０年１月２５日（土）12:00～14:30
1.司会(種村地区委員)開会の辞

2.籠谷会長（地区代表）挨拶

3.来賓挨拶・・・赤川 治久さん

4.代表者挨拶・乾杯・・・仲谷 裕茂さん（年男）

・・・会食、ご歓談・・・

5.年男＆新入会員 写真撮影

年男（４名：野川義雄、染野義治、仲谷裕茂、田代義和）

新入会員（４名：赤松佳則、田代義和、清水国男、栗本学史）

6.新入会員代表者挨拶・・・清水  国男さん

7.秘密のイベント・・・春平どじょう掬い健康会

マジック、どじょう掬い

会員の飛び入り参加（安藤武、小野、祖父江）

8.カラオケ大会・・・５曲 カラオケ同好会中心

9.頭の体操・おもしろクイズ

1等から４等まで、1５名に賞品（商品券）

ホテルプラザ勝川よりお食事券２名

10.中締め＆手締め・・・伊藤  康秀さん

11.閉会



来年度の実施事項（案）
①開催場所・・・プラザホテル勝川
②開催日時・・・２０２１年１月２３日（土）１２時００分～１４時３０分
③内容（イベント、料理、費用etc）

会費：５，０００円、テーブル大皿形式、イベント、おもしろクイズ

２０２０年新春懇親会実施結果❸
【アンケート返信】 １９件

（項目） 良かった点 悪かった点（要望）

日時・会場・費用 今のままで問題なし 費用（もっと安く、値上げしたら）

料理 テーブル大皿形式〇
巻き寿司〇（焼きそば×）

量が多かった（量より質）
刺身の盛り合わせが欲しい
飲み放題？（歳で量は減っている）

イベント 新企画〇
ドジョウ掬い盛り上がった

出演者の紹介が不十分
マジックはいまいち
時間が長い
次回は大道芸？

おもしろクイズ 頭の体操になった
ビンゴはマンネリ〇

考える時間が短い（ヒントが速い）

全体総括（その他） 幹事の皆様に感謝 参加率が他地区より低い：分析が必要
参加者名簿が欲しい（事前、座席表）
全体集合写真が欲しい
予備の椅子準備


