厚木中ロータリークラブ週報
２０１４～２０１５ 第 1800 回
2015.4.22 Vol.38
国際ロータリー第 2780 地区 第６グループ
Weekly
Report

会長：西村弘司

幹事：笹生誠

事務局 厚木市栄町 1-16-15

クラブ広報委員会

厚木商工会議所２F

-本 日 の プ ロ グ ラ ム 地区研修協議会報告 ...................................小島條太郎会長エレクト

会報担当リーダー：松井岳也

TEL：046-222-5811 FAX ：046-222-5821

-地区 研修協 議会報告 2015 年 4 月 19 日、神奈川県立保健福祉大学にて地区研修協議会が開催されました。

-会 長 報 告 [ガバナー事務所より]


「ＩＡＣ提唱クラブアンケート」作成のお願い



クラブ幹事・事務局研修のご案内
2015 年5 月23 日（土）13:30～16:00 アイクロス湘南 7 階研修室
次々年度幹事・ＩＴ関連委員の参加も可能

[特定非営利活動法人 ＡＭＤＡ社会開発機構より]


ＡＭＤＡ ＭＩＮＤＳ Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ Ａｐｒ２０１５

[厚木ＲＣより]


厚木3 クラブ合同親睦ゴルフコンペのお知らせ

-幹 事 報 告 [例会変更]


綾瀬春日ＲＣ
①
５月 ６日（水）→ 祝日休会
②
６月 ３日（水）→ 移動例会（創立記念例会）
場所：オークラフロンティアホテル海老名
点鐘：18 時 30 分

[週報]


座間ＲＣ

-ゲス ト・ビ ジターの 紹介 第一生命保険株式会社 厚木支社
支社長 星野一輝様
ようこそお出で下さいました。

[会長部門 小島條太郎エレクト]
ロータリアン一人一人の持っている感性・信
頼・行動を分かち合う、お互いがお互いを師
匠として、先輩として高め合う。また、高潔
性や忍耐の心や人を許す心を持てる人になる。
そして“Be a gift to the world”世の中に対
するプレゼントになる。私が MBA を取得する
為、大学院へ二年間行くにあたり、皆さんに
は温かく送り出して頂き、また、4 年後スマイ
ルを貰った事はうれしいものでした。会長と
なるともうちょと身を正し、心を入れ替えな
ければならないのではないかと思います。幹事の力を借り、任期中は
しっかりやって行きます。
[幹事部門 山本道子副幹事]
クラブの皆さんに恩返しのつもりでやらせて
頂きます。どんな事も苦あれば楽ありと言い
ますし、今後の人生の更なるお友達も増えそ
うだと思います。素晴らしい方に出会えるの
かなと思っています。

厚木県央ロータリークラブ
石井卓様
ようこそお出で下さいました。

[クラブ奉仕部門 城所敏之会員]
趣旨は、ロータリークラブは社会と共に時代
と共に存在している。長期計画を立てて、前
に進みなさい。また、“親睦はどんな事をや
っていますか？”と言うアンケート調査があ
りました。

＝ 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
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[公共イメージ部門 建部覚会員]

[米山奨学部門 鈴木八四郎会員]

ロータリーとして隠匿の美を否定しないが、
ロータリーの存在理由を明確にする事が必要。

米山の歴史、いずれにしても素晴らしい方とい
うのはわかりました。世話クラブのカウンセラー
は多岐に渡り、大変な事だと思いました。

[会員増強・維持・R 家族部門 山崎隆夫会員]

[研修部門 原田孝一会員]

立派なクラブに成らなければいけない。
ロータリーの三つの義務を最低限読んでやって頂く。

“End Polio Now”により、爆発的な人口増加
の可能性がある。また、隠匿の美と奉仕活動を
開示する事での認知度の向上の難しさ。

[職業奉仕部門 佐々木尚壽会員]

[新会員部門 千代川浩子会員]

リーダーの後藤 PG より基調講演、サブの杉本

ロータリーの歴史が主でした。フリートーキングがあり、質疑応答、
会員同士の交流はありませんでした。

地区委員長より今年度の活動報告有り。サブの

※千代川さん、シャッターチャンス逃し、大変申し訳ありません。

-ス マ イ ル -

磯部 AG は次年度委員長です。

[ロータリー財団部門 朝倉弘一会員]
ロータリーカードを皆さん作ってください。
0.3%のマージンが RI に入ります。

★ビジターのスマイル
[厚木県央ロータリークラブ 石井卓様]
陽気が良くなってきたので、メイクに伺いました。
★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]
新緑がまぶしい季節になりました。ハナレザル情報がメールマガジン
で来たりして、春を感じます。4 月 19 日、地区研修セミナーご参加
の皆様、おつかれ様でした。第一生命の星野様、お待ち申し上げてい
ました。厚木県央 RC の石井卓様、ようこそ！！ごゆっくりしていっ
て下さい。
[三平治憲会員]
本日は 1,800 回の区切りの例会です。西村会長残すところ、後 8 回
です。まちどおしいことと思います。第一生命の星野さん、ようこそ
いらっしゃいました。
[原田孝一会員]
県央 RC の石井さん、ようこそいらっしゃいました。第一生命の星野
さん、入会おめでとうございます。山崎さん、いつも写真ありがとう
ございます。
[建部覚会員]
スーツを替えて、バッジを忘れました。反省のスマイルです。
[鈴木八四郎会員]
山崎さん地区研修協議会の御写真ありがとうございます。県央の石井
さんようこそ、ごゆっくりして下さい。
[織原利久会員]
星野さんいらっしゃいませ。今後ともよろしくお願いします。

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

4/29

担当

休会

5/06

休会

5/13

12:30

レンブラントホテル厚木

卓話例会
ロータリーの友

5/20

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

5/27

12:30

レンブラントホテル厚木

卓話例会(創立記念)

クラブ管理運営委員会

第 1800 回出席報告
会員数
44 名

計算に用いた
会員数
37 名

クラブ管理運営委員会
クラブ広報委員会

欠席をしたら、メーキャップを忘れずに！
免除者数
15 名

欠席者数
16 名

出席率
81.08％

前々回修正
出席率

前年度

本年度

4 月会員数

4 月会員数

44 名

44 名

76.92％

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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