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-本 日 の プ ロ グ ラ ム -

-厚 木 Ｒ Ｃ ・ 厚 木 県 央 Ｒ Ｃ か ら
会長・幹事が挨拶訪問-

クラブ協議会◆委員会活動方針◆ ............. 小島條太郎会長

-会 長 報 告 ○ガバナー事務所 より
・青少年交換学生募集の件
・地区 社会奉仕・国際奉仕セミナー開催のご案内
2015 年７月 25 日(土)15:00～17:30 アイクロス湘南
・上半期人頭分担金、比例人頭分担金送金のお願い
・ＲＩ第 2780 地区公共イメージ賞 について
○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より
・米山奨学生世話クラブ補助金送金のご案内
○神奈川県立厚木商業高等学校 より
・2015 年度全国高校総合体育大会 壮行会のご案内
○厚木セーフコミュニティ―推進協議会 より
・[セーフコミュニティ―現地審査]の実施について
○厚木市教育委員会 より
・第２７回心と街のクリーン作戦の参加について
９月１２日（土）１３:３０～
厚木公園 集合 本厚木駅周辺等での啓発活動・美化活動
○相模原グリーンロータリークラブ より
・「私の職業倫理観」
・「企業理念」「経営方針」「モットー」集
○社会福祉法人 紅梅会 より
・[紅梅だより]送付
が届いております。

-幹 事 報 告 ○例会変更
・厚木県央ＲＣ
７月１７日(金) → 7 月 20 日(月・海の日)
移動例会横浜ＮｅＮＡベイスターズ野球観戦
・大和中ＲＣ
７月３０日(木)→夜間移動例会場所：北京飯店 点鐘：18:３0
８月１３日(木)→取止め例会(定款第６条第１節(ｃ)により)
８月２７日(木)→夜間移動例会 場所：北京飯店 点鐘：18:３0
・座間ＲＣ
７月２９日(水) → 夜間例会
場所：胡同 座間市相模が丘 5－3－5 点鐘：18:３0
８月５日(水) → 東京ロータリークラブ訪問（メイクアップ訪問）
場所：帝国ホテル 点鐘：1２:３0
８月１２日(水) → 取り止め休会(クラブ定款により)
８月１９日(水) → 陸上自衛隊ふぃじ）
場所：帝国ホテル 点鐘：1２:３0
○活動計画書
・相模原大野ＲＣ
が届いております。

会田義明 厚木ＲＣ会長

春日清則厚木県央ＲＣ会長

高橋 浩 厚木ＲＣ幹事

佐藤拓也厚木県央ＲＣ幹事

-会 員 誕 生 クラブ最高齢者、高橋
孝太郎会員。満９２歳
の誕生日。例によって、
「また来年、この場で
挨拶ができるよう、健
康に留意します」とご
挨拶。いつも「高齢な
のでクラブには何もで
きませんが」と仰いま
すが、いつまでも元気
な高橋孝太郎会員はク
ラブの皆さんの目標と
して。文字通り、みん
なのためになっているのです。「高橋会員おめでとうございます！！」

-委 員 長方 針 発 表【会計・スマイル担当原田孝一】会計については，予算書にのっとっ
た予算執行を適正に行うこと。お祝い行事スマイルについては，「明
るく元気に，そして楽しく」を基本とする。
【ＳＡＡ中野正義】本年度ＳＡＡを務めます中野です。会場監督とい
う大切な役目を拝命致しましたので，副ＳＡＡの三平さん，小澤さん
とも相談し協力しながら，円滑な運営に努めます。例会が充実したひ
と時になりますよう努力したいと思います。皆様のご理解と協力をお
願いいたします。
【クラブ管理運営委員会理事 西村弘司】会長方針，クラブ長期計画
に基づき，楽しく・親睦を深めることのできる例会を目指します。各
委員会の委員長を中心として委員全員で協力し合い，会員の皆さんに
楽しめる例会をプレゼント出来るよう頑張りたいと思います。

＝ 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
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【親睦活動 川添勝憲】本年度は，会員と家族が共に楽しめるクラブ行
事を行います。また留学生，インターアクト，ガールスカウト，少年
野球等にも心配りをして楽しい親睦であるように努力します。
【ロータリー家族山崎 隆夫】ロータリー活動には家族の理解と協力が
欠かせません。行事には家族の方々に極力参加をいただき意見と助言
を頂きましょう。① 親睦例会・ロータリー行事等には，家族の参加を
お願いする。② 家族全員でロータリーの友，クラブ週報等の素読をお
願いする。
【国際奉仕小澤俊通】前年度はネパールの大地震がありました。国際
奉仕としては，世界の各地で大きな災害が発生したときなど，いち早
く募金活動をと考えています。災害のないことを祈ります。
【インターアクト笹生 誠】インターアクトクラブの様々な行事や活
動内容を会員に細かく、広く知らせる。
【会員増強委員会理事山口光正】本年度会員増強は５名を目標として
一年間活動していきたいと思います。また退会者ゼロを目指していき
たいと思います。会員の皆様のご協力をお願いします。
さい。小分類１１９項目以外にもあると思いますので，気が付いた方
はご連絡ください。
【情報（研修）藤川孝幸】ＲＣの炉辺会談，当クラブではロータリー
の夕べを会長・幹事との協議で開催し，経験豊富な会員並びに中堅会
員と新会員との意見交換の場を設け，以てクラブの活性化並びにやる
気・元気を創出する。
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―例会スケジュールー
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中長期委員会と連携しながらアクティブなクラブ作りの一助となる。
【職業分類西 厚夫】①会員増強委員会の一員として，会員増強に努
めます。② 「量か質か」が常に問われますが，ロータリークラブ定
款第７条第１節にあるように，善良な成人であって良い世評を受けて
いる者を選ぶべきです。③ クラブ内規の８会員選挙の流れを良く理
解して，決められた手続きを守ってほしい。これが会員選挙をめぐる
紛争を避けるために大事なことです。④新会員候補者を探す時に「職
業分類一覧表」を参考にして下
【クラブ広報委員会理事和田吉二】
週報と「ロータリーの友」で会員相互の情報共有化を図り，また，
広報活動で公共イメージアップを図りたい。
【ロータリー財団理事鈴木八四郎】ロータリー財団・米山記念奨学事
業に付き，各事業が推進する方針に沿って理解と，支援に努めます
（財団，米山に対する寄付のお願い）。米山留学生の学友卓話を通し，
理解と交流に努めます。
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★クラブのスマイル
［小島会長，佐々木副会長，城所会長エレクト，山本幹事，建部副幹
事］本日は，厚木ＲＣ会田会長，高橋幹事，厚木県央ＲＣ春日会長，
佐藤幹事，ようこそいらっしゃいました。１年間同市内のロータリア
ンとして，お互いの友情を深めましょう。我がクラブの皆さん，本日
はクラブ協議会です。理事，役員，委員長の皆さん，年度方針の発表
をよろしくお願いします。
［西厚夫会員］厚木クラブの会田会長，高橋幹事さん，厚木県央クラ
ブの春日会長，佐藤幹事さん，ようこそいらっしゃいました。今年度，
よろしくご親交の程お願い申し上げます。
［和田吉二会員］厚木ＲＣ，厚木県央ＲＣの会長，幹事の皆様，よう
こそ…。一年間のご活躍を祈念いたします。
［原田孝一会員，藤川孝幸会員，小澤俊通会員，三平治憲会員］
厚木ＲＣ，厚木県央ＲＣの会長，幹事さん，ようこそ！！いよいよ新
年度の始まりですね。一年間，よろしくお願い致します。
［ＳＡＡ中野正義会員］厚木ＲＣ会長会田義明様，幹事髙橋浩様，厚
木県央ＲＣ会長春日清則様，幹事佐藤拓也様ようこそ。新年度のご活
躍を心からお祈り申し上げます。
［高橋孝太郎会員］本日は，誕生日のお祝いの花束を頂き，有難う御
座います。又来年も祝って頂けるよう健康に留意します。高齢の為，
何のお役にも立てませんが，よろしくご指導ください。
［川添勝憲会員］本年度第一回目の例会欠席で申し訳ありません。小
島会長山本幹事，又理事役員の方々，一年間よろしくお願い致します。
山崎さん，写真ありがとう御座います。
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★ビジターのスマイル
［厚木ＲＣ会長会田義明様，同幹事髙橋浩様］
本年度厚木ＲＣ会長幹事を仰せつかりました。会長会田義明，幹事
髙橋浩です。本日はお邪魔させていただきます。皆さん厚木ＲＣにも
遊びに来てください。
［厚木県央ＲＣ会長春日清則様，佐藤拓也様］
厚木県央ＲＣの春日清則と佐藤拓也です。本日はよろしくお願いいた
します。
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