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会長 前田賢一様
新年度の始まり、ご挨拶

告-

にお越しになられました。

[ガバナー事務所より]

-新年度会長方針-



職業奉仕委員会 活動報告週報



財団奨学生募集のご案内

『ロータリーに輝きを』



半期報告書

メンバー全員が心とい



財団室ニュース

うロウソクに火を灯し、



「ロータリーの友」電子版のご案内

友情と親睦を深め、新



「インターアクト」第 3 回委員会及び第 2 回合同会議

しい時代へと輝く

開催のご案内
日時 2014 年 7 月 12 日(土)
13:00～13:50 委員会
14:00～17:00 合同会議
場所 第一相澤ビル 6 階(藤沢駅南口 OPA の隣ビル)
1.

-幹

事

報

37 年目を迎える厚木中ロータリークラブは、その時代と

告-

ともに輝いてきました。素晴らしい歴史を築いて頂いた全

[例会変更]


ての会員家族に感謝し、新時代のニーズを正確に捉えプロ

大和田園 RC
平成 26 年 7 月 25 日(金)→7 月 24 日(木)
夜間特別懇親例会 点鐘 18 時 30 分

グラムを検討・実践していきましょう。
2.

入会した喜びを会員・家族と分かち合えるような楽しく、

平成 26 年 8 月 15 日(金)→取止め例会
(定款第 6 条第 1 節(c)項により)

『例会』
ロータリーの活動の基本は、例会への出席です。クラブに

於：箱根湯本「箱根路 開雲」

意義のある例会を全員で作っていきましょう。
3.

厚木中ロータリー・ディの開催
地域社会・近隣クラブへ本年度厚木中ロータリークラブの

[週報]


伝統と変革

実践する奉仕プログラムへの参加を促し、ともに楽しみ、

厚木 RC

ロータリークラブへの関心を深めてもらいましょう。
4.

東日本大震災復興支援の継続
多くのメンバーが、復興支援を続けていると思いますが、
厚木中ロータリークラブとして、あゆコロ文庫等の支援活
動を継続していきましょう。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/ E メール info@atsugi-naka-rc.com

5.

-報告-

未来のロータリアン
インターアクトクラブに地域社会と深く関わる機会、国際

会長エレクト 小島條太郎

親善・交流の場を提供し、楽しい活動を行いながらリーダ

昨年度のお話になりますが、手続き要覧に則り、元会員石塚裕

ーとしての力を身につけて頂き、将来のロータリアンを育

さんの会員身分終結及び退会となりました。
-スマイル-

成していきましょう。

-ロータリーの友紹介クラブ広報委員会 川添勝憲担当リーダー
年度初めと言う事なので改めて“ロータリ
ーの目的”を確認します。
「ロータリーの目的は、意義ある事業の基
礎として奉仕の理念を奨励し、これを育む
ことにある」

-新会員の紹介-

【厚木 RC 会長 前田賢一様・厚木 RC 幹事 滝澤勇様】
本日は、年度初めのご挨拶に伺いました。西村弘司会長と笹生
誠幹事のご活躍と厚木中ロータリークラブの益々のご発展を心
からお祈り申し上げます。
【厚木県央 RC 会長 岡見健様・厚木県央 RC 幹事 新川勉様】
厚木県央ロータリークラブの会長の岡見と幹事の新川です。本
年度皆様のご指導頂きまして、一年間ガンバッテまいります。
よろしくお願いいたします。
【西村会長・西副会長・小島会長エレクト・笹生幹事・山本副幹事】
梅雨の中休み、真夏の到来を間近に感じる本日は、
“熱き男”西

[石川弘子会員(左)]

村弘司会長がキャプテンとなる「プラチナ・ニシムラ丸」の出

職業分類：社会保険労務士
事業所名：石川社労士事務所
いい勉強をさせて頂けるという
事で入会させて頂きました。分か
らない事だらけですのでご指導
お願い致します。

港です。良き 1 年となるよう力を尽くすつもりです。会員の皆

[千代川浩子会員(右)]
職業分類：行政書士
事業所名：厚木なでしこ法務事
務所
良い人生を送れると言う事で入
会させて頂きました。ご指導お願
い致します。

-会員誕生日-

様のご協力をよろしくおねがい申し上げます。千代川さん、石
川さん、お待ちしていました。入会おめでとうございます。
【中野正義直前会長】
厚木 RC 前田会長、滝澤幹事、厚木県央 RC 岡見会長、新川幹
事ようこそ、ごゆっくりして行って下さい。又本日入会の石川
さん、千代川さん、是非素敵なロータリーライフを築いて下さい。
西村会長、笹生幹事いよいよスタートですね。お体に気を付け
て着岸の日まで大いに燃えて下さい。先週は皆様から沢山励ま
され、今大変気が楽になりました。ありがとうございました。
【山崎会員・原田会員・小島正伸会員・斉藤会員・佐々木会員・
川添会員・藤川会員・建部会員】

[高橋孝太郎会員]

西村会長、笹生幹事、いよいよ出航ですね。1 年間の御活躍を

あと一年あと一年と頑張って、今年で

祈念しております。厚木 RC 前田会長、滝澤幹事、厚木県央 RC

91 才になりました。あと 6 年頑張っ

岡見会長、新川幹事ようこそいらっしゃいました。1 年間よろ

て、東京オリンピックを迎えます。

しく御願いします。千代川様、石川様、御入会おめでとうござ
います。ロータリーライフを一緒に楽しみましょう。
【鈴木八四朗会員】
本年度初例会を都合に依り欠席致します。スマイル担当を仰せ
つかりましたが大変申し訳有りません。
【高橋孝太郎会員】

[千代川浩子会員]

誕生日を祝って頂き有難う御座います。日頃は皆さんに御支援

誕生日はワクワクからしみじみするも

になり感謝して居ります。今後も何卒よろしく御願い致します。

のとなりました。年を重ねながら、皆

【飯田久夫会員】

様と一緒に頑張って行きます。

一番テーブルのご健闘を祈ります。例会をにぎやかにしましょ
う。
【小島條太郎会長エレクト】
昨日の発表で三女・光絵が東海大医学部に合格しました。これ
からが大変です。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
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【原田孝一会員】

【林正博会員】

平成 4 年 7 月 1 日に入会して、今日で 23 年目に入ります。長

中野会長おつかれ様でした。

いロータリー生活の中で、本日はじめて、両手に花になりまし

【千代川浩子会員】

た。多額のスマイルいたします。

本日、入会させていただきました。ロータリーの活動を通して、

【城所敏之会員・山口昇会員】

みなさまに御指導いただき、日々成長して行きたいと思います。

いよいよ西村、笹生年度のスタートです。本年度の SAA を担

どうぞよろしくお願いします。さっそく、誕生日のお花もいた

当します城所と山口昇です。一年間、よろしくお願い致します。

だきまして、ありがとうございました。

(加藤さんも SAA ですが、本日欠席しております)

【石川弘子会員】

【三平治憲会員】

この度は、厚木中ロータリークラブのお仲間に加えていただき、

「西村・笹生丸」の出航を祝い、無事のご帰港をお祈りいたし

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

ます。千代川さん、石川さんご入会おめでとうございます。ロ

【読み人不知】

ータリーライフを楽しみましょう。

山本女史ヒナ壇からの眺めはどうかな？これから二年その席だ

私ごとですが、6 期 18 年務めた神奈川県収用委員を先月退任

ぞ…。

しました。黒岩知事から感謝状と山ゆりが彫された鎌倉彫りの
器をいただきました。ホッとしましたのでスマイルします。
【クラブ管理運営委員会一同】
西村丸の“門出”をお祝いいたします。西村丸を応援して行き
ます。会員皆様のご協力をお願い致します。
【和田吉二会員】
西村会長、笹生幹事、今年度のご活躍を祈念致します。
山本副幹事、がんばって下さい。
厚木 RC の前田会長、滝澤幹事、厚木県央 RC の岡見会長、新
川幹事、ようこそ、いらっしゃいました。ご苦労様です。
2014.７.２

例会終了後、全員で。写真提供：山崎隆夫会員

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

担当

7/09

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブ協議会

会長

7/16

12:30

レンブラントホテル厚木

ガバナー補佐訪問

会長

7/23

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム

会員増強委員会

7/30

12:30

レンブラントホテル厚木

ガバナー公式訪問

会長

8/06

12:30

レンブラントホテル厚木

卓話例会

クラブ管理運営委員会

第 1760 回出席報告
会員数
44 名

計算に用いた
会員数
39 名

免除者数
15 名

欠席者数
13 名

出席率
79.49％

やむを得ず欠席される方は、必ず事務局までご連絡下さい。

前々回修正
出席率

前年度
7 月会員数

本年度
7 月会員数

44 名

44 名

86.55％
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