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山本道子副幹事・千代川浩子会員

-本日のプログラム-

へ、渡辺治夫ガバナーよりスカー

ガバナー公式訪問 ................................................... 会長

フとテーマバッヂがプレゼントさ
れました。

-会

長

報

告-

[ガバナー事務所より]


麻薬撲滅キャンペーン啓発資材手配について



地区米山奨学セミナー＆カウンセラー会議開催のご案内
8 月 29 日(金) 14:00～17:00
アイクロス湘南 7 階



財団室ニュース 8 月号

[厚木市役所より]


第 68 回あつぎ鮎まつり大花火大会の開催及び早朝清掃の
実施について

-幹

事

報

告-

[厚木中ロータリークラブ]


第 68 回あつぎ鮎まつり大花火大会の開催及び早朝清掃の
実施について
清掃日時： 8 月 3 日(日) AM 6:30～
※大花火大会が翌日(3 日)に延期になった場合、清掃は 4 日(月)

集合場所： 本厚木駅北口広場
清掃場所： 中町二丁目、三丁目(本厚木駅～厚木一番街
～なかちょう大通り)
[週報]

厚木 RC

寒川 RC

渡辺治夫ガバナーより、国際ロータリー2014-15 年度テーマ・
地区サブテーマ・地区活動方針に関して、詳しくご説明を頂き
ました。※基本的内容に関しては”ガバナー月信


No.01”をご参照ください。

情報教育を疎かにしてしまった事が会員減少を引き起こし
てしまった一因です。

-渡辺治夫ガバナー公式訪問

会員増強を行う上で大切な事は絶対に量では無く質です。



E クラブを立ち上げます。反対意見もありましたが、やっ
てから議論しましょう。



欠席されている会員に対して厳しい意見もありますが、先
ず仕事が第一であり、その仕事には波があります。寛容な
対応も大切です。



ロータリークラブが会員に何をしてくれるでは無く、会員
がロータリークラブに何が出来るかです。自己啓発の場と
してください。

＝ 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

本日、第 6 グループ最初の公式訪
問が IM のホストである厚木中ク
ラブで光栄です。

会員増強には、クラブを魅力的な
ものにする事が大切です。”ロー
タリーの友”を是非読んでくだ
さい。我々の気持ちが分かります。
第 2780 地区 64 クラブの公式
訪問にガバナーと一緒に回りま
す。

-御土産-懇談会-

渡辺治夫ガバナーとの間で意見交換がされました。

肉の田口”厚木名物とん漬”がプレゼントされました。

懇談会後の記念撮影
＝ 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

-END POLIO NOW8 月 2 日―第 68 回あつぎ鮎まつりに於いて、厚木中央公園に
ブースが設置され、ロータリアンによるポリオ撲滅キャンペー
ンの募金活動が行われました。厚木商業高校インターアクトク
ラブの生徒、先生方々も参加しました、森洋パストガバナー、
相澤光春パストガバナーそして渡辺治夫ガバナーも駆け付けて、
大賑わい。
２日間で 234,401 円募金が集まりました。参加ロータリアン
は計 113 名。

-早朝清掃-

厚木中ロータリークラブメンバーと厚木商業高校の先生・生徒さん

8 月３日―朝早くから本当にお疲れさまでした。
渡辺治夫ガバナーからクラブにお礼のメールを頂きました。
厚木中ロータリークラブ
西村会長、クラブの皆様

いつもお世話になっており誠にありがとうございます。
一昨日、昨日と「あつぎ鮎まつり ポリオ撲滅キャンペーン」
大変にお疲れ様でございました。
そして、大成功おめでとうございます。
昨年を上回る募金が集まり、より多くの方に接して
「ポリオ撲滅」「公共イメージと認知度の向上」において
渡辺治夫ガバナーと一緒に、“あと少し”のポーズ

大変に大きな成果をあげて頂きました。
心から敬意を表します。
今後につきましても、お力添えを頂きたいと存じます。
よろしくお願い申し上げます。 暑さ厳しき折ご自愛の程お祈り
いたします。

ガバナー 渡辺治夫
厚木商業高校生徒さんありがとう！

J:COM の取材に答える渡辺治夫ガバナー

＝ 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-

[三平治憲会員]

[渡辺治夫ガバナー]

萬田地区会員増強維持委員長さん、ようこそいらっしゃいまし

本日は公式訪問、宜しくお願いします。今日は厚木中 RC のす

た。萬田さんのパワーで会員を倍増してください。

ばらしい所を勉強させて頂きます。
[磯部芳彦ガバナー補佐]

[佐々木尚壽会員・城所敏之会員]

本日第 6 グループ最初のガバナー公式訪問に参りました。すば

本日は渡辺治夫ガバナーをお迎えしての例会ですネ。渡辺ガバ

らしい渡辺ガバナーを紹介できて光栄です。よろしくお願い申

ナー宜しくお願い致します。また、磯部ガバナー補佐には大役

し上げます。

をおつとめ頂きましてご苦労様です。何卒、最後まで宜しくお

[萬田信行地区会員増強維持委員長]

願い致します。

渡辺ガバナーの公式訪問に同行を致しました。地区会員増強維

[原田孝一会員]

持委員長の萬田です。厚木中 RC の例会を楽しみにしておりま

本日は、渡辺ガバナー、磯部ガバナー補佐、当クラブへの公式

す。

訪問、御苦労様です。よろしく御願いします。

[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]

[原田孝一会員]

[中野正義直前会長]

萬田さん、本日は、ようこそいらっしゃいました。前年度の地

本日は「ガバナー公式訪問」です。渡辺治夫ガバナー、そして

区委員会では、大変御世話になりました。

磯部ガバナー補佐、本日はよろしくおねがいします。萬田元ガ
バナー補佐、ようこそおいで下さいました。皆様、意義ある例
会となるよう、楽しい例会を。

[鈴木八四郎会員・井上敏夫会員]

[山本道子副幹事]

西村会長、結婚記念日おめでとうございます。桃園の収穫祭に

皆様、おあつうございます。いつも、様々なご協力ありがとう

ご参加いただきましたロータリアンの皆さんありがとうござい

ございます。8 月 1 日発行のタウンニュース(厚木版)に本日お

ます。

いで下さっている渡辺ガバナーが記事になっています。ぜひお

[自称井上桃園収穫祭実行委員会]

読み下さい。渡辺ガバナー、10 月の地区大会楽しみにしており

先日の収穫祭ではおいしい桃を食しながら楽しい宴を過ごしま

ます。

した。会費が少し残りましたのでその分スマイルします。

[中野正義直前会長]

[陶山正人会員・松井岳也会員]

渡辺ガバナー、磯部ガバナー補佐、本日は公式訪問ご指導宜し

本日は、渡辺ガバナー、磯部ガバナー補佐、当クラブへの訪問、

くお願い致します。萬田地区会員増強委員長ようこそ。井上会

ありがとうございます。しっかり勉強させていただきます。

員、先日はお世話になりました。

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

8/06

12:30

レンブラントホテル厚木

担当

卓話例会

8/13

クラブ管理運営委員会
休会

8/20

12:30

レンブラントホテル厚木

インターアクト合同例会

クラブ管理運営委員会 IAC 担当

8/27

12:30

レンブラントホテル厚木

少年野球・ガールスカウト青少年奉仕例会

奉仕プロジェクト委員会・青少年奉仕担当

9/03

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム・ロータリーの友紹介

第 1764 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
13 名

出席率
77.5％

前々回修正
出席率
85.0％

前年度
7 月会員数

本年度
7 月会員数

45 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

