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-本日のプログラム-
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-ゲスト・ビジターの紹介小田原中ロータリークラブ

インターアクト・合同例会 .................. クラブ管理運営委員会

片岡 悟様

ＩＡＣ担当

ようこそいらっしゃいました。

ゲストトロンボーン奏者
鈴木加奈子様による卓話＆演奏会 ..... 奉仕プロジェクト委員会

-会

長

報

告-

[ガバナー事務所より]
l

サンパウロ世界大会について

l

Ｒ財団月間 卓話及び財団補助金申請に関する説明について

l

ロータリー文庫資料目録-総括ダイジェスト版

[公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より]
l

ハイライトよねやま１７３

米山奨学生 ディズニー君

[公益財団法人米山梅吉記念館より]
l

ようこそいらっしゃいました。

館報２４号 賛助会員募集 秋季例祭案内

ベルギーでの手術も無事成功

[厚木市セーフコミュニティ推進協議会より]
l

し、元気になって、ご来場され

平成２６年度第１回厚木市セーフコミュニティ協議会開催について

ました。

[公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より]
l

奨学金が贈呈されました。

青少年のためのボーイスカウト運動へのご支援のお願い

お土産のお菓子ありがとう！

[厚木商工会議所 女性会より]
l

チャリティーコンサートＰＲについて

-幹

事

報

告-

[週報]
l
厚木 RC
l
寒川 RC
l
座間ＲＣ

厚木商業高校 インターアクトクラブの皆さんようこそ。

-点鐘本日は、厚木商業高校インターア
クトクラブ部長・武内 カオリさ
んと一緒に点鐘が行われました。

武内カオリさん
今後の予定(資料 1)をご連絡
頂きました。

杉沢由紀乃さん

＝ 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

-委員会報告-

顧問の山田晃之先生ようこそ
いらっしゃいました。

[地区補助金プロジェクト実行委員会 三平治憲委員]
地区補助金プロジェクト
“ブラインドサッカー体験教
室、並びに視覚障害者音楽家
「鈴木加奈子」さんのコンサ
ートの開催について”詳しく
ご説明頂きました。(資料 2)

資料１

資料 2

平成 26 年 8 月 20 日
地区補助金プロジェクト
(ブラインドサッカー体験教室、並びに
視覚障害者音楽家「鈴木加奈子」さんコンサートの開催について)
1、

目的

視覚障害者の心とからだの健全育成と健常者の障害者への思いやり

と理解のプロジェクトです。
2、

日程
開催日

10 月 8 日(水曜日：移動例会となります。)

場所

厚木市戸田小学校体育館

時間

①

10 時 45 分～12 時 20 分
(ブラインドサッカー体験教室)

②

12 時 30 分～13 時 30 分
(移動例会：体育館会議室)

③

13 時 50 分～15 時 00 分
(「鈴木加奈子」さんコンサート)

3、

対象者
ブラインドサッカー体験教室

児童 50 名、教員、保護者、厚木中クラブ会

員(体験数名)
「鈴木加奈子」さんコンサート

全校児童 382 名、教員、保護者、厚木中ク

ラブ会員
4、

今後の日程
①

8 月 20 日

「鈴木加奈子」さんのミニコンサート

②

9 月 17 日

ブラインドサッカー協会担当者の卓話

③

10 月 1 日

ブラインドサッカーのビデオ放映等

④

10 月 8 日

開催日(厚木戸田小学校)

以上、会員各位のご協力とご理解をお願いいたします。

＝ 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

-トロンボーン奏者
鈴木加奈子様による卓話＆演奏会～卓話～

-スマイル★ビジターのスマイル

鈴木加奈子様より、先ず卓話を

[小田原中ロータリークラブ 片岡悟様]

頂き、その後すばらしい演奏を

前回おうかがいの折、ご高配を賜りお礼申し上げます。連続出席

披露して頂きました。

30 年に挑戦してますので、またご迷惑をおかけいたします。

10 月８日、戸田小学校での
コンサートも楽しみですね。

★クラブのスマイル
[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]
2 週間ぶりの例会です。全国各地で大雨の被害が起きています。
今のところ、暑さだけですんでいる神奈川県は幸運といえまし
ょう。
「天災は忘れたころに・・・」と言われます。心構えはも
っていたいですね。本日の例会は、鈴木加奈子様をお迎えして
のインターアクトとの合同例会です。皆様、どうぞよろしくお
ねがいします。小田原中 RC の片岡様、ようこそ。

もともと弱視の私でしたが、何不自由のない日常生活を送っていました。
ところが音大卒業後、徐々に視力を失くし、再び自由に歩きたいという強い

[笹生誠幹事]

気持ちから、盲導犬と歩くことを選択しました。

妻の誕生の 8 月 23 日がまじかです。厚木中 RC からのお花を

申請してから 3 年後、私のパートナーとなるナンシーと運命的な出会いをす

楽しみにしております。

るのです。
ナンシーという名前は、私が小学生から 9 年間英語教室でつけられていたニ

[山本道子副幹事]

ックネームと偶然同じ！

8 月 17 日、大厚木でプレーしました。パーを 5 つはうれしか

それからは、また光を取り戻したかのように毎日が輝きに満ち、歩く楽しさ

ったのですが、鈴木八四朗さんに「1 つ」負けたのが残念でした。

を思い出すことができました。
私のオリジナル曲『with you』は、ナンシーとは言葉で会話は出来ないけれ

[中野正義直前会長]

ど、心で強くつながっていることを実感し、心と心のつながりをテーマに作

ディズニー君、無事のご帰国おめでとう。8 月 11 日開催した

った曲です。

「福祉の広場」に厚木商業の皆様にもボランティアのご協力を

演奏を通して、盲導犬のすばらしさも伝え続けていきたいと思っています。

頂きました。お陰様で 893 名の参加を頂き、盛大に開催出来ま

私にとってトロンボーンとナンシーは「光」そのものです。

した。

そしてその光を音楽に乗せて多くの人々に届けられたらと願っています。

[齊藤達夫会員・城所敏之会員]
～♪演奏会♪～

山崎さん、いつものことながら写真をありがとうございます。
[佐々木尚壽会員]
ディズニー君、無事帰厚おめでとう。鈴木加奈子様、楽しみに
しています。
[川添勝憲会員]
山崎さんいつも写真ありがとう御座居ます。
[三平治憲会員]
鈴木加奈子先生、すばらしい演奏を楽しみにしています。
10 月 8 日の本番もよろしくお願いいたします。

＝ 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

[原田孝一会員・建部覚会員・和田吉二会員]

国際ロータリー第３４８０地区

山田先生、インターアクトの皆さん、ようこそいらっしゃいま
した。本日のプログラムは鈴木加奈子さんのトロンボーン演奏

インターアクターが来日！

です。ゆっくり楽しんでください。
原田孝一会員]
8 月 6 日の「ロータリーの夕べ」
「新会員歓迎会」には、26 名
に及ぶ、多くの会員の皆様の御参加を頂き、盛会裏に、開催す
る事ができました。ありがとうございました。
[山崎隆夫会員]
妻の誕生祝にバラの花束ありがとうございました。暑さにめげ
ず毎日を元気に楽しんでいます。これからも宜敷くお願いします。
[中村昭夫会員]
東海大相模高校が甲子園で早くも盛岡大付属に敗れ、寄付でき
ませんでしたので、スマイル致します。
[鈴木八四朗会員]
孫が湘南ベルマーレＦリーグアンダー２３のプロ選手として承

当地区インターアクトクラブと毎年交流を続ける国際ロータリ

認されました。本日Ｊ：ＣＯＭ湘南で放送されている応援番組

ー第３４８０地区のインターアクター１５名・ロータリアン４

に出演し今後の抱負などインタビューされるそうです。

名関係者２名が８月 21 日～２５日に来日されました。
８月２２日には、鎌倉鶴岡八幡宮の公式参拝、鎌倉高校を訪問
後、鎌倉プリンスホテルに於いて、当地区アクターとの交流会
が行われました。当クラブより、加藤元英地区インターアクト
委員会副委員長、西村会長が出席、また厚木商業高校インター
アクトクラブのみなさんも出席され交流を深めました。

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

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

奉仕プロジェクト委員会・青少年奉仕担当
クラブ広報委員会

9/10

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム(地区補助金プロジェクトについて)

補助金プロジェクト実行委員会

9/17

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

9/24

12:30

レンブラントホテル厚木

米山奨学生卓話

R 財団米山記念奨学委員会

第 1766 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
15 名

出席率
74.36％

前々回修正
出席率
82.50％

前年度

本年度

7 月会員数

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 ＝
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