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  -本日のプログラム -  

卓話例会◆ロータリアンになっちゃった◆ 

             山谷洋子様（秦野名水ＲＣ） 

-会 長 報 告 -  
[ガバナー事務所より] 
・「米山月間」卓話についてのお願い 
・２０１５－１６年度地区大会新睦ゴルフコンペのご案内 

９月２８日（月） ７：３0～受付レイクウッド ゴルフクラブ 
・再 日韓親善会議のご案内 
○厚木市友好交流委員会 より 
・友好都市訪問団の歓迎会 
  7 月 31 日（金）１８：３０～ 
・平成 27 年度理事会及び総会の会議結果について 
○厚木鮎まつり実行委員会 より 
・第 69 回あつぎ鮎まつり花火大会の開催・早朝清掃の実施について 
  清掃 8 月 2 日（日）午前 6 時 30 分 
   ※花火大会延期の場合は 3 日（月） 
  集合 本厚木駅北口広場 
○厚木市役所 より 
・平成 27 年度厚木市戦没者追悼式の開催について 
  8 月 24 日（月）10:30～11:45 
 が届いております。   

-幹 事 報 告 -  
 [活動計画書] 

・座間ＲＣ 

・海老名ＲＣ 

・海老名欅ＲＣ  

[週報] 

・相模原南ＲＣ 

が届いております。 

 

★笹生正人会員の送別会を 7 月 27 日（月）に行います。 

 詳しくは、次週例会でお知らせします。 

       

-委員会報告 -  

 ［川添勝憲 親睦担当委員長］ 
 
 7 月 29 日は家族親睦例会です。レンブラン

トホテル厚木５階のビアガーデンで楽しみまし

ょう。点鐘は午後 5 時 30 分です。 

よろしくお願いします。詳しくは、別紙のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［山口 昇 奉仕プロジェクト委員会担当理事］ 
              

 本日、13 時 40 分から 3 階「大

山」にて委員会を開催します。委

員は出席をお願いします。 

  8 月 2 日駅前清掃を行います。6

時 30 分に本厚木駅北口広場集合

です。終了後はレンプラントホテ

ルで朝食を予定しています。 

 

 

 
-会 員 誕 生 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  加藤元英会員、満 50 歳。おめでとうございます！ 
   
       －卓   話― 
担当：プログラム委員会 

        西村委員長 

厚木商業高校インターアクトクラブ顧問

をずっと務めてくださっている 

山谷洋子先生が前年度、秦野名水ＲＣに

入会されました。 

今日は、ロータリアンとしてのお話もし

ていただきます。 

 

「ロータリアンになっちゃ
った！」 
       山谷 洋子 
 

 みなさん こんにちは 

秦野名水ロータリーの山谷でござ

います。 

 本日はお招きいただきましてあ

りがとうございます。 
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 さて わたしは秦野に在住しておりまして、いろいろなボラ

ンティア活動をおこなっています。ロータリーに入ったのも、

ある活動がきっかけでした。それは昨年度 秦野名水ロータリ

ーの会長をしていた市長の奥様がつくられた「花だより」とい

う会です。 

 この会は年 2 回外部から講師の先生をお迎えし、勉強会をし

ています。ある時 花だよりの会に秦野名水ロータリーから水

無川の斜面に芝桜を植栽するので手伝って欲しいという案内が

ありました。私も参加するようになり、月に１回の草むしりの

活動ですが、いつも名水の方々とは大変楽しく草むしりをして

おりました。 

 そんな時に 昨年、前会長から「名水ロータリー」に入会し

ないかと声をかけられました。いろいろ不安な面がありました

が、自分にとって勉強になるのではないかと思い入会する事に

決めました。 

 入会して思ったことは、自分の活動の場が広がったことです。

異業種の方々とお話などをしていると驚くことや学ぶことがた

くさんあり、いままで以上に新しい出会いを大切にしていきた

いと思ったことです。また いろいろな奉仕活動に参加できる

ことです。１人ではできなことも大勢集まればできるというこ

とは微力ながら社会のために何かできると実感することができ

ました。 

 今はまだ教えていただくことばかりですが、また新しい仲間

とこの楽しさや充実した時間を共有できればと思っています。

この気持ちは今も変わらず、今年度を迎えています。 

     
     
   ―ス マ イ ルー 
 
 

 

［小島（條）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］ 

厚木商業高校の山谷先生，ようこそいらっしゃ

いました。本日の卓話を楽しみにしています。小島丸が出航して 3 回

目の例会で，早くも赤道間近までやってきました。これから酷暑の夏

が始まります。小島丸も、乗船している皆さんも、赤道を通過する数

週間、暑さとの戦いになりますが、健康にはご留意ください。 

 

［原田孝一会員］ 

妻の誕生日、当日賞です。自宅に花が届くのを楽しみにしております。

今日は、早く帰るつもりですが…。 

 

［西村弘司会員］ 

先日までは雨?雨?雨? 測量屋を殺すには、刃物はいらない、と思い

きや，あぢぃー? やっぱり刃物はいりませんね。山谷先生、卓話楽し

みにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中野正義会員］ 

山谷先生ようこそ，秦野名水ＲＣの青少年奉仕委員会になられました

ことお喜び申し上げます。本日，卓話楽しみにしています。 福祉の

広場にもご協力賜り感謝申し上げます 

 

［笹生誠会員］ 

山谷先生，本日は卓話よろしくお願いします。 

 

［和田吉二会員］ 

山谷先生，ようこそ…。インターアクト（ボランティア部）のご指導

にご尽力を賜りありがとうございます。卓話よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

［山崎隆夫会員，原田孝一会員］ 

本日は，山谷先生，ようこそいらっしゃいました。卓話，大変楽しみ

にしております。 

 

［加藤元英会員］ 

山谷先生，お世話になっています。本日はよろしくお願いします。 

 

［加藤元英会員］ 

誕生祝いありがとうございます。「カミさん」の誕生祝いとあわせて

スマイルします。 

 

［藤川孝幸会員，建部覚会員］ 

山谷先生，卓話楽しみです。宜しくお願いします。石川会員の弟さん

が，キックボクシング日本ランキング入りを掛けての一戦が 7 月 20

日後楽園ホールで行われます。皆さん，応援しましょう。 

 

［和田吉二会員，渡邊義治会員，鈴木八四郎会員］ 

井上さん，市議会議員選挙当選おめでとうございます。４年間市民の

ため活躍頑張って下さい。 

 

［山口光正会員］ 

井上さん，当選おめでとうございます。4 年間厚木市発展の為ガンバ

ッテ下さい。 

 

［井上敏夫会員］ 

皆様には大変ご心配をお掛け致しました。二期目しっかり努めてまい

ります。桃の販売も始まりました。飯田さん早速のご注文ありがとう

ございます。 

 

［川添勝憲会員］ 

親睦夜間例会の出席が多くなることを願ってスマイルします。 

 

［佐野良人会員］ 

昨日，自宅に立派なバラの花束を届けていただきました。ありがとう

ございます。妻の誕生日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

7/22 1811 回            バイキング例会 親睦委員会  

    44     13 

7/29 1812 回           家族親睦夜間例会 親睦委員会  

8/5 1813 回     卓話例会（書家 高宮華子氏） プログラム委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

8/12 休       会 親睦委員会  

   81.58 ％     76.19 ％ 

8/19 1814 回      ＧＳと少年野球と共に 青少年奉仕委員会  
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