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-本 日 の プ ロ グ ラ ム 卓話例会 .....................パストガバナー 大和中ロータリークラブ

後藤定毅様

-会 長 報 告 -
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[城所敏之会員]
6/17 年度末ゴルフコンペの会場が厚木国際
カントリークラブに変更となりました。

[伊勢原平成ＲＣより]


創立 25 周年記念誌発行のごあいさつ

[厚木市役所 広域政策課より]


平成２７年度厚木市友好交流委員会理事会及び総会の開催について

-幹 事 報 告 

-誕生 祝い[パストガバナー 大和中ロータリークラブ

[例会変更]

後藤定毅様]

相模原南ＲＣ
６月３０日(火) → ６月２８日(日)移動例会

誕生日の花束を頂戴し、多くの方々に

場所：箱根路開雲(箱根湯本) 点鐘：１８:３０

スマイルを頂戴し、お礼申し上げます。

[週報]


相模原南ＲＣ



寒川ＲＣ

-ゲス ト・ビ ジターの 紹介 パストガバナー 大和中ロータリークラブ 後藤定毅様
ようこそお出で下さいました。
[小島條太郎会長エレクト]

-委 員 会 報 告 [クラブ広報委員会 和田吉二理事]
次年度の打合せをしますので、クラブ広報

いよいよ 65 歳、かなちゃん手形を使
えばバスの乗車が一回 100 円で良く
なる。半原までだと相当お得、ですの
で車を辞めてバスにしようかと考えて
います。先日は在籍 30 年表彰、29
歳から 65 歳、途中 4 年間がありまし
たが、また復帰して良かった。皆さん
の笑顔を見ると私も幸せになる。自分
の未来に向かって活躍をして行きたい。
幹事の出来が良いので、幹事主導で良
いと思っています。自分の能力を発揮
できる場合と出来ない場合がある。そ
こがロータリーの良い所。山本道子さ
ん宜しくお願い致します。

-卓 話 三平治憲会員より本日の卓話者、後藤定

委員会関係者は本日の例会終了後、残って

毅様のご紹介。

頂く様お願いします。

-------------改めて紹介するまでもないですが、後藤
様は 2011-2012 国際ロータリー地区
ガバナー。大和中ロータリーへ 37 歳で
入会し、その後 35 年間、人生の半分を
ロータリー活動に従事されております。

＝ 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
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

＝

優勝の城所敏之会員

[パストガバナー大和中ロータリークラブ後藤定毅様]

トロフィーを片手にご満悦！

“ロータリーについて”
ご案内のようにロータリーの発生は、シカゴ
の街の無秩序の自由競争の中で、一人の青年
の心からの友達が欲しいという願望から、商
売敵がいない一業種一人制と一週間に一度顔
を合わせるという親睦、そしてお互いに助け
合う相互扶助を目的に始まりました。その後
親睦と事業上の利益促進から脱皮して、奉仕
理念、すなわち「最も奉仕するもの最も報い
られる」、「超我の奉仕」へとの発想転換が
起こり、発展成長を遂げてきたわけです。
それではロータリーとは何ですか。私はロー
タリーとは、世の中に役に立つ職業から、一業種一人で選ばれた会員
が、毎週一回の例会に出席し、それぞれの違いを認め、職業上の情報
を交換し合いながら、学びあい、人格を陶冶して、世のため人のため
になる考えを身につけて、自分の家庭や職場で、また地域や世界でそ
れを実践している人たちではないだろうかと思います。そしてロータ
リークラブは楽しくなければなりませんが、単なる楽しいだけでも駄
目ですし、友情を培い、自分を向上させてくれる場でなければならな
いのではと思います。職業人として、あるいはその道の専門家として、
毎週一度社会の荒波にもまれた心身をリフレッシュし、明日への活力
を蘇えらせてくれる場、これがロータリークラブだと思います。

-ス マ イ ル -

★ビジターのスマイル
[パストガバナー 大和中ロータリークラブ 後藤定毅様]
しばらくぶりに伺いました。たいした話ができないと思いますが、よ
ろしくお願いいたします。
★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]
皆様こんにちは。きょうは「時の記念日」です。西村年度さいごの記
念すべき卓話は、後藤定毅パストガバナーにお願いしました。ロータ
※別途資料が配布されています。
リアンの心意気・スピリットを高められる「とき」になると思います。
後藤パストガバナー、どうぞよろしくお願いします。
西村会長より御礼の品が手渡され
[西厚夫副会長]
後藤パストガバナー、本日は宜しくお願い致します。本日は業界の総
ました。
会出席の為、早退しなければならず、せっかくの卓話を聞くことが出
来ず、大変失礼致します。
[小島條太郎会長エレクト]
本日は、65 才の誕生祝をしていただきありがとうございます。また、
先日の在籍 30 年の表彰も重ねてありがとうございます。
[中野正義直前会長]
後藤定毅パストガバナーようこそ。本日は卓話よろしくお願い致しま
す。
[西厚夫副幹事・齊藤達夫会員・佐々木尚壽会員・小島正伸会員]
在籍 30 年のお祝いをしていただき有難うございます。これからもど
うぞよろしく。
[佐々木尚壽会員]
後藤 PG ようこそお越し下さいました。誠実な後藤様の卓話が楽しみ
です。
[三平治憲会員・藤川孝幸会員・小澤俊通会員]
パストガバナー後藤定毅様、ようこそ厚木中 RC へお出まし頂きました。
本日の卓話、よろしくお願い致します。
[山口光正会員]
後藤様、本日はお忙しい中卓話ありがとうございます。楽しみにして
います。
-厚 木 3RC 親 睦 ゴ ル フ コ ン ペ [飯田久夫会員・城所敏之会員・原田孝一会員・和田吉二会員・鈴木八四郎会員]
6 月 11 日（木）梅雨の晴れ間に本厚木 CC に於いて和やかに行われました。 後藤パストガバナーさま、本日は卓話をよろしくお願い致します。久
しぶりにロータリーの本質論を拝聴できることを、喜んでおります。
優勝 城所 敏之（中 RC）net71.6
[小松尚久会員]
なかなか出席できず、申し訳なく思っています。本日は宜しくお願い
準優勝 柿岡 守一（県央 RC）net73
します。
3 位 小林 透 （厚木 RC）net73
[織原利久会員]
ベスグロ 守屋 孝則（県央 RC）75
2 回続けて欠席してしまいました。頑張って出れるようにします。
団体優勝 厚木 RC

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

担当

6/17

18:00

レンブラントホテル厚木

年度末親睦夜間例会

クラブ管理運営委員会
親睦活動委員会

6/24

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブ協議会
年度報告

会長

7/01
7/08
7/15

第 1805 回出席報告
会員数
45 名

計算に用いた
会員数
41 名

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
9名

出席率
73.68％

前々回修正
出席率
87.81％

前年度

本年度

6 月会員数

6 月会員数

45 名

45 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。
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