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[ガバナー事務所より]


10 月のロータリーレート



奉仕プロジェクト事例紹介セミナーのご案内

-委員会報告-

1 ドル＝106 円
日時 2014 年 10 月 25 日（土） 14:00〜17:00
場所 辻堂駅北口 アイクロス湘南７Ｆ 「会議室」


インターアクト委員会・合同会議のご案内
日 時 ２０１４年１０月１１日（土）

[昨年度会計 佐野良人会員]
2013～2014 年度 決算報告について、ご説
明がありました。
※詳しくは配布資料をご覧ください。

１３：００～１４：００ インターアクト委員会
１４：００～１６：４０ インターアクト合同会議
１６：３０～１７：３０ 台湾海外研修旅行について（対象者のみ）
場 所 第一相澤ビル６階（藤沢駅南口 OPA の隣ビル

[厚木地区施設連絡会より]


[青少年奉仕 中村昭夫担当リーダー]

「手づくり製品展示・販売会」のお礼

-幹

事

報

告-

[例会変更]


旗争奪 厚木市少年野球秋季大会
10/4(土)最終日のご説明がありました。

相模原大野ＲＣ

場所変更：

①

玉川野球場→厚木野球場(三川合流地点)

平成 26 年１０月８日（水）の「職場訪問」は
10 月 15 日（水）例会後に変更となりました。
（10 月 8 日、15 日共 通常例会です）

②

平成 26 年１０月２２日（水）→ 10 月 19 日（日）地
区大会に振替



平成 26 年、第 31 会厚木中ロータリー

集合時間：AM 11:30
決勝戦終了後、中ロータリークラブ野球
同好会と親善試合があり、その後表彰式・閉会式に移ります。

-ロータリーの友紹介-

平塚ＲＣ
①

１０月 2 日（木） ガバナー公式訪問

[クラブ広報委員会 佐々木尚壽委員長]

②

１0 月16 日（木）→10 月 19 日（日）地区大会へ振替

ロータリーの友 10 月号の詳しい解説が

＊ﾎﾃﾙでの例会はございません。

ありました。

10 月 30 日（木）

※詳しくは配布資料をご覧ください。

③

休会（定款による）

[週報]


寒川ＲＣ



厚木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
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
週報に関するご連絡先 event@atsugi-naka-rc.com

12:30 ＝

-クラブフォーラム(地区補助金プロジェクト)

[笹生誠幹事・山本道子副幹事]
本日は、大変おおぜいの方の出席、とってもうれしいです。皆様、あり

[和田吉二実行委員長] [三平治憲副実行委員長]

がとうございます。これからもど～ぞ、よろしくお願い申し上げます。
[山本道子副幹事]
城所会員から「奉仕の一世紀」国際ロータリー物語―というぶ厚い本を
貸して頂きました。きょうは、母の 81 歳の誕生日なので、スマイル致
します。
[中野正義直前会長]
綾瀬春日ロータリークラブの加藤良隆様ようこそ。ごゆっくりしていっ
て下さい。

“厚木中ロータリークラブ地区補助金プロジェクト”当日のタイムスケ
ジュール・役割分担等に関し、詳細な連絡がありました。

[斉藤達夫会員]
綾瀬春日クラブの加藤良隆さん、ようこそ。私共の菩提寺の副住職さん
です。よろしくお願いします。

※詳しくは配布資料をご覧ください。

-クラブ協議会(2016 年規定審議会提出立法案)

[小島正伸会員]
山﨑さん、いつも写真ありがとうございます。

[西村弘司会長]

[飯田久夫会員]

当例会に於いて、当該立法案について

内田さん、ほかジャイアンツファンの皆さんおめでとうございます。日

審議が行われ、全て否決されました。

本シリーズへの出場を祈ります。

※立法案に関しては配布資料をご覧くださ

[城所敏之会員]

い。

本日はスマイルが厳しいと鈴木スマイル委員が渋い顔をしていました
ので協力させてもらいます。今日は 10 月 1 日です。来春の 4 月入社
予定の内定式に長男が朝元気良く出かけましたのでスマイル致します。

-スマイル-

[原田孝一会員]

★ビジターのスマイル

綾瀬春日 RC の加藤様、ようこそいらっしゃいました。昨年の職業奉仕

[綾瀬春日ロータリークラブ 加藤良隆様]
本日はよろしくお願いします。大変、ご縁の深い厚木中ロータリークラ
ブさんの MU は、とても楽しみにしています。

卓話の時には、御世話になりました。
[補助金プロジェクト 委員長和田吉二会員・副委員長三平治憲会員]

★クラブのスマイル

いよいよ 10 月 8 日は補助金プロジェクトの開催日です。本日は詳細に

[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]

ついてご説明いたします。会員皆様のご協力をお願いいたします。

木曽御嶽山の噴火は、犠牲者がたくさん出て大変なことになっています。 [中クラブ G ファン]
セントラルリーグ優勝 3 連覇です。ドラファンの飯田さん杉田さん来年
火山国、地震国をひしと感じるこのごろです。綾瀬春日 RC の加藤良隆
様ようこそお出で下さいました。ごゆっくりしていって下さい。本日は、 がんばって下さい。
補助金プロジェクト事業についてのクラブフォーラムです。10 月 8 日
の実施日に向け、皆様よろしくお願いします。
10 月１９日の地区大会にご参加ください。やむを得ず不参加の場合、欠席となります。

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

担当

10/08

12:30

厚木市立戸田小学校

地区補助金プロジェクト実施日

10/15

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の報告)
職業奉仕について

補助金プロジェクト実行委員会
奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕・青少年奉仕担当
補助金プロジェクト実行委員会
奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕担当

10/19 地区大会（横須賀）、 10/22 は振替休会です。 １９日欠席の方は、メーキャップをお願いします。
10/29

12:30

レンブラントホテル厚木

11/05

12:30

レンブラントホテル厚木

第 1772 回出席報告
会員数
45 名

計算に用いた
会員数
39 名

クラブ協議会・次年度理事役員 選考方法の決議
地区大会報告
10 月理事役員会
卓話例会
ロータリーの友紹介

欠席をしたら、メーキャップを忘れずに！
免除者数

欠席者数

、欠席となります。
15 名
10 名

出席率
89.74％

前々回修正
出席率

会長
クラブ管理運営委員会
クラブ広報委員会

前年度
10 月会員数

本年度
10 月会員数

45 名

45 名

76.32％

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
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
週報に関するご連絡先 event@atsugi-naka-rc.com

12:30 ＝

