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[ガバナー事務所より]


上半期地区資金比例人頭分担金・人頭分担金 送金のお願い



地区奉仕プロジェクトセミナー案内
日時：2014 年 7 月 26 日(土) 場所：辻堂駅北口

アイクロス湘

南7階



地区大会記念

親睦ゴルフコンペのご案内

2014 年 9 月 8 日(月) 湘南カントリークラブ



2014 年 7 月 26 日(土) 会費：3,000 円

[ロータリー米山記念奨学会より]


-委員会報告-

米山学友主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ

2014 年度上半期普通寄付金のお願い

[奉仕プロジェクト委員会 小島條太郎担当リーダー]
インターアクトの例会を下記の日程で行います。
日時：2014/7/15

13:00～ (1 時間程度)

[厚木市教育委員会より]

場所：厚木商業高校



※昼食の用意はありません。

第 26 回心と街のクリーン作戦の参加について(依頼)
平成２６年９月１３日(土）厚木公園集合
本厚木駅周辺等での啓発活動・美化活動

[神奈川県立厚木商業高等学校 女子ソフトボール部より]


広告・寄付について



2014 年全国高校総合体育大会壮行会のご案内

[IM 実行委員会 佐々木尚壽実行委員長]
今年は厚木中ロータリークラブがホストを務めます。
メンバーを紹介します。(資料 1)
毎月、実行委員会を開きます。詳しい時間は後日連絡します。
[クラブ広報委員会 松井岳也担当リーダー]

-幹
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[例会変更]


例会以外でロータリーに関係するイベントを週報にも反映させ
たいと考えています。反映させたいイベントがございましたら、

厚木県央 RC

下記のメールアドレスにお送り頂ければ幸いです。イベント名

①

7 月 18 日(金)→7 月 21 日(月) 移動例会

と画像のみでも構いません。

野球観戦(横浜スタジアム)

内容が重複する場合は 1 つに絞らせて頂く事もあります。また、

8 月 15 日(金)→休会

各種報告の内容をこれ様に 50～100 文字程度にまとめてお送

※定款第６条第１節（ｃ）による

り頂ければ幸いと思うと共にお願いする事もあると思いますの

8 月 22 日(金)→8 月 23 日(土) 野外映画鑑賞会

でご対応の程、宜しくお願い致します。

②

③

厚木私立清水小学校

event@atsugi-naka-rc.com

[週報]

厚木 RC

秦野 RC
＝ 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

-新年度方針発表基本的内容は活動計画書に明記されておりますのでそちらをご
参照ください。

IM 実行委員会
佐々木尚壽実行委員長
IM 記念講演者の推薦をお願いします。
8 月の第 2 例会に実行委員会を開きま
すので、その時までにお願いします。

クラブ運営委員会
親睦活動
山口光正担当リーダー
今年度お客様のお迎えには当番
制を設けています。

クラブ運営委員会
お祝い行事・出席・スマイル
鈴木八四郎担当リーダー
私の顔を見たらスマイルお願
いします。

クラブ運営委員会
プログラム
三平治憲委員長
夜間親睦の機会を設けますので
ご協力お願いします。

クラブ運営委員会
ロータリー家族
建部覚担当リーダー
ロータリー家族はその家族だ
けでなく、各種団体の構成員、
さらには、ロータリーをとりま
く全てを家族として捉えてい
ます。

奉仕プロジェクト委員会
和田吉二委員長
事業がスムーズに遂行出来る様
ご協力願います。

奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕
原田孝一担当リーダー
ロータリーの魅力を回復する
為、職業奉仕の理念の再確認に
努めます。

奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕
小島正伸担当リーダー
インターアクトクラブとの共同
奉仕活動を推進します。

奉仕プロジェクト委員会
国際奉仕
山崎隆夫担当リーダー
難民支援を行って頂きたいと
思います。

奉仕プロジェクト委員会
青少年奉仕
中村昭夫担当リーダー
少年野球を継続事業とし、
ガールスカウトもやって行き
ます。

会員増強委員会
斉藤達夫委員長
職業分類を精査し、会員増強に
は山口昇会員に協力をお願い
しています。

クラブ広報委員会
雑誌・年史
川添勝憲担当リーダー
雑誌紹介を交代でやって行き
ます。

＝ 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 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/ E メール info@atsugi-naka-rc.com

-スマイル[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]
台風 8 号のせいで沖縄方面が大きな被害を受けているようです。
心配をされている方も多いのではないでしょうか？本日は、ク
ラブ協議会です。どうぞよろしくお願いします。松井広報担当
リーダー、週報ありがとうございます。新装になった“西村年
度”週報、皆さん「こぴっと」お読み下さい。ディズニー君、
クラブ広報委員会
佐々木尚壽委員長
週報は出せる様になっております。
年度初めに、クラブホームページ、
会長の顔写真が西村
さんに代わっています。

ロータリー財団・米山記念奨学
委員会
ロータリー財団
藤川孝幸担当リーダー
ロータリー財団の使命と目的の理解を
深め、ロータリアンとしての義務を認
識する。

ようこそ。身体お大事に。
[西厚夫副会長]
ディズニー君、ようこそいらっしゃいました。本日は、年度始
めのクラブ協議会ですが所用の為、早退致します。山崎さん写
真ありがとうございました。
[飯田久夫会員]
この度、信州から相模の国へ墓の引越しをしました。加藤元英
さんにご指導をいただき、おかげさまでスムーズに終えること
ができました。ありがとうございました。
[鈴木八四郎会員]
本年度初例会を欠席致しました。本日がスマイル担当初日です。
不慣れですので多多失礼が有ろうかと思いますが一年間宜しく
お願いします。

中野正義直前会長
気づいた点をフォローして
行きます。

小島條太郎会長エレクト
皆さんの協力を仰ぎながら
頑張って行きます。

どうぞスマイルにもご協力願います。
[原田孝一会員・建部覚会員]
中野さん、斎藤さん、一般会員席での食事は美味しいでしょう。
ごゆっくりと食事を楽しんでください。
[野球同好会]
鈴木八四郎さんスマイル担当 1 年間ご苦労さまです。
ガンバレ、ヤッシー。

◆参考までに
会計
陶山正人
予算の実行状況を確認して
行きます。

城所敏之 SAA
時間厳守に重きを置いて行き
ます。

①補助金プロジェクト「スポ

音」の実施日は

2014 年 10 月８日（水）。厚木市立戸田小学校体育館にて。
移動例会となります。
②ＩＭ（InterCity

Meeting）の実施日は

201５年３月８日（日）
。レンブラントホテル厚木にて。
いずれも、８のつく日。お忘れなく。

笹生誠幹事
事務的な事をやって行きます。
例会の出席率を高めて行き、休み
の日は連絡・メイクを行う様、促
します。

山本道子副幹事
小島條太郎会長エレクトが、
例会中に、居眠りを３分でも
したら、次年度の幹事はお断
りいたしますので。悪しから
ず。

＝ 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

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

担当

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

8/13

休会

第 1761 回出席報告
会員数
44 名

計算に用いた
会員数
40 名

免除者数
15 名

欠席者数
11 名

出席率
82.50％

前々回修正
出席率
81.58％

前年度

本年度

7 月会員数

7 月会員数

44 名

44 名

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。

＝ 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

