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-委員会報告[青少年奉仕 中村昭夫担当リーダー]
平成 26 年第 31 会厚木中ロータリー旗争奪
厚木市少年野球秋季大会はめでたく終
わりました。
優勝 · · · · · · · · · · · · · 妻田ブルーフォックス
準優勝 · · · · · · · · · · · ペガサス

[ガバナー事務所より]


第３位 · · · · · · · · · · · 三田フレンズ

第 48 回神奈川県ロータリアン親睦テニス大会（上野杯）のご案内
日時： 2014 年 1１月１１日（火）９：３0～1８：０0

交流戦は8 対2 で負けました。次回もまた開催
しますので宜しくお願い致します。

会場： 湘南ローンテニスクラブ 茅ヶ崎市香川 7-12-1


2013-14 年度地区資金会計報告送付の件



「かながわロータリーＥクラブ２７８０（仮称）
」セッション

[公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より]


ハイライトよねやま１７５

-幹
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[週報]

[厚木中ロータリークラブ野球同好会]
神奈川県ロータリークラブ親睦チャリティー
野球大会が開催されます。今回で 19 回目と
なります。この為 10 名ちょっと同日の例
会には出席できません。これは伊勢原
RC の移動例会でもあり、またメーキャ
ップ扱いになります。



厚木ＲＣ

日時：10/29 AM 8:30 集合



座間 RC

場所：富士通健康保険組合厚木総合グラ

-ゲスト・ビジターの紹介RI 第 2780 地区第 6 グループ
ガバナー補佐
磯部芳彦様
ようこそいらっしゃいました。

ウンド並びに厚木市飯山グラウンド

-お祝い行事[朝倉弘一会員]
本日は誕生祝いをありがとうございます。
お陰様で、白い球をおっかけています。
出席免除ですが、出る様に心掛けています。
今後も宜しくお願いします。

2 週にわたりお世話になっております。
50 年ぶりに本物のコッペパンを食べ
ました。今の私には少し物足りなかっ
た感じもありましたが、とてもおいし
かったです。

-地区補助金プロジェクトの報告[西村弘司会長]
地区補助金プロジェクトへのご協力ありがとうご
ざいました。多くの切手・書き損じハガキ・古本
へのご協力ありがとうございました。

＝ 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 ＝

-米山記念奨学生 ディズニー君 大活躍-

－クラブフォーラムー
職業奉仕についてテーブルミーティング

10/11 に行われた“ロボット相撲関
東大会でディズニー君が見事優勝し
ました。
”おめでとう！！！

-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]
皆様、こんにちは。先週の移動例会は出席率もよく、補助金プロジェク
トのイベントも大成功で何よりでした。ご協力ありがとうございました。
10/11、ディズニー君が、ロボット相撲関東大会で、優勝したそうで
す。米山奨学生が活躍するのは、嬉しいことですね。１２月１４日には

職業奉仕についてのクラブフォーラム

昨年同様、全国大会があるそうです。
本日は“報告”と“職業奉仕”についてクラブフォーラムです。磯部ガ
バナー補佐、ようこそおいで下さいました。よろしくお願いします。

[西厚夫副会長]

職業奉仕担当リーダー

原田孝一

例年、１０月の職業奉仕月間では、卓話を行っていたが、今回は実際に
具体的事例による設問を掲げ、自分ならどのように考えるか？という各
会員の意見を交換する、テーブルミーティングの手法により、クラブフ

磯部ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。大事なクラブフォー
ラムですが、所用の為、早退させて頂きます。
[佐々木尚壽 IM 委員長・城所敏之 IM 副委員長]
磯部ガバナー補佐、本日はようこそおいで下さいました。午前中の IM

ォーラムを開催した。
設問は、自己の利益と社会の利益の、どちらを優先させるのか？あるい
は、その両方を両立させるには、どうしたらよいのか？を検討し、自ら

実行委員会では貴重なご意見を頂きましてありがとうございました。引

判断することを求めるものであった。

き続き例会に出席頂きまして、宜しくお願い致します。

言わば、理性と感情、自利と他利の相克を、どう昇華させるか？という

[朝倉弘一会員]

設問であった。

本日は誕生日の祝いありがとうご座います。私は日頃ロータリーの出席

判断基準は各人各様である。しかしながら、ロータリークラブとは、
「良

が悪く大変迷惑をかけています。出席免除の為ついつい申し訳ありませ

質な職業人の集まりである」、と位置づけるのであれば、逆説的に解釈

んが今年もあゆころ文庫支援には行きます。会津若松に。

すると、いかなる場合においても、良質な職業人としての判断が、求め

[原田孝一会員]

られているのが、ロータリアンである、ということになる。

先週の、地区補助金プロジェクト、風邪をこじらせ、欠席してしまいま
した。会長他、皆さんに、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
また、本日は、職業奉仕担当のクラブフォーラムです。よろしくお願い

つまり、ロータリアンであるならば、いつも精神的向上心を持ち、人間
性の向上につとめ、（力むるところは向上奉仕）その人間性の向上の結
果を社会に還元する、それが、職業奉仕の原点であると、考える。

いたします。
[高橋孝太郎会員]
去る 11 日に行われたロータリー囲碁全国大会に出場しましたが、残念

１０月１７日 厚木商業ＩＡＣ座禅＆写経＠長谷寺

ながら入賞出来ませんでした。来年頑張ります。
[鈴木八四郎会員]

秋、まっさ中。写経にはも

先週の厚木市戸田小学校 4 年生による、ブラインドサッカー体験、指導
に当たった井口健司氏、寺西一選手の分かり易い指導の下、生徒も素晴
らしい体験が出来観ていた私達も感動致しました。鈴木加奈子さんのコ
ンサートもとても素晴らしくアンコール迄出て応えて頂き、今回の移動
例会大成功にスマイル致します。

ってこいの陽気かもしれませ
ん。
写真は佐々木尚壽会員に、急遽
お願いしました。

＝ 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 ＝

２０１４－２０１５

横須賀といえば・・・・

国際ロータリー第２７８０地区

小泉純一郎さんでしょう。

地区大会

横須賀といえば・・・・・

＠ＹＯＫＯＳＵＫＡ

防衛大学でしょう。

快晴の地区大会日和。 厚木３ロータリークラブの参加者は１台の
バスに仲良く乗り合わせて出かけました。 あと２・３分で到着のと
ころに来て、渋滞の真っただ中。横須賀中央の神輿まつりとうまくタイ
ミンググが合ってしまいました。自動車専用道路の路上であるため、歩
行禁止。目と鼻の先に会場のホテルを見ながら時計とにらめっこ。
ようやく到着し、会場に入った時には、点鐘も、君が代もロータリーソ
ングも済んでしまっていました。

挨拶する渡辺治夫ガバナー
黒岩祐司神奈川県知事も
南足柄から駆けつけてくれ
ました。

米山奨学生…右奥、後ろにわれらがディズニー君がいました。

横須賀といえば、ケーキ・・・・・かな。

＝ 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 ＝

大熊の子どもたちに図書を・・・・・
厚木中ロータリークラブ
『絵本プロジェクト…ＰＡＲＴⅢ』
厚木中ＲＣ創立３５周年記念事業のひとつ「福島の子どもたちに本
を贈ろう」の続編として、有志で「あゆコロちゃん文庫」に追加を企画。
10 月２２・２３日、
「南東北の旅」と銘打って、西村会長の故郷の山形
県南陽市と福島県会津若松市を訪ねる８００キロ、弾丸旅行を敢行。
会津若松では体育館で大熊町の大野小学校と熊町小学校の５年生によ
る歓迎セレモニーを準備していてくれました。

《報告とお礼》
会長

西村

弘司

厚木中ロータリークラブの会員の皆さん、あゆコロ文庫の支援
ありがとうございました。お陰様で子どもたちの素敵な笑顔を
見るとことが出来ました。子どもたちは、今の現実を見つめし
っかりと一歩を踏み出している様です。そして、まだまだ支援
が必要であると感じましたが、今のままの支援で良いかは疑問

感謝のことばを読み上げる大熊の５年生の代表

です。 考えましょう 子どもたちの未来の為に！
ご参加いただきました会員の皆さん 良い支援、親睦活動か出来
ました。感謝申し上げます。ありがとうございました！

例会スケジュール
日時

点鐘

10/29

12:30

場所

内容

レンブラントホテル厚木

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 月度理事役員会

担当
会長
クラブ管理運営委員会
クラブ広報委員会

11/5

12:30

レンブラントホテル厚木

卓話例会
ロータリーの友紹介

11/12

12:30

レンブラントホテル厚木

バイキング例会

クラブ管理運営委員会

レンブラントホテル厚木

卓話例会
財団学友

クラブ管理運営委員会

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム
ＩＭについて

ＩＭ実行委員会

レンブラントホテル厚木

クラブ協議会・年次総会
ロータリーの友紹介

会長
クラブ広報委員会

11/19

12:30

11/2６

12:30

12/3

12:30

第 1774 回出席報告

欠席をしたら、メーキャップを忘れずに！

計算に用いた
会員数

会員数
45 名

免除者数

40 名

欠席者数

15 名

出席率

15 名

前々回修正出席率

75.00％

本年度
10 月会員
数

前年度
10 月会員
数

45 名

45 名

89.74％

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。

第
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第１７７５回例会
会員数
会員数

計算に用いた
計算に用いた 免除者数
免除者数欠席者数欠席者数
会員数会員数

45 名
45 名

40 名

40 名

15 名

15 名

18 名

19 名

出席率
出席率
47.06％
75.00％

前々回修正出席
前々回修正出席率
率
89.74％

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。
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第 1774 回出席報告
＝ 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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