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-委員会報告-本 日 の プ ロ グ ラ ム ☆卓話例会 書家 高宮華子様☆
-会 長 報 告 ○ガバナー事務所 より
・財団室ＮＥＷＳ ８月号
・｢日本一の紙問屋をつくりあげた田中作次のチャレンジ人生」贈呈本
・2016-2017 年度国際ロータリー第 2780 地区
３つのロータリー奨学金パンフレット
・2016-17 年度財団奨学生の募集の件

○厚木市役所 より
・厚木市 60 周年記念事業｢プラス・ジャンボリーｉｎ厚木」について
が届いております。

-幹 事 報 告 ○例会変更
・大和ＲＣ
8 月 1８日（火） → 夜間移動例会
点鐘：18 時 30 分 場所：大和商工会議所３階
・綾瀬ＲＣ
8 月 1１日（火） → 休会（クラブ定款による）
8 月２５日（火） → 移動例会
点鐘：1７時 0 分 高輪プリンスホテル

○週報
・寒川ＲＣより届いていております。

―ゲスト・ビジターの紹介－
厚木県央ＲＣの松本豊様、ようこそいらっしゃいました。

［和田吉二

広報委員会理事］
本日、午後 6 時より広報委員会を行います
ので委員の方はお願いします。
新しい年度が始まって 1 か月がたち、作成
方法や役割分担等、あらためて打ち合わせをし、
より良い週報が作成できるようにしたいと考え
ています。

―ロータリーの友紹介―
［飯田久夫会員］
ロータリーの友 8 月号の紹介がありました。
独断と偏見を交えて・・・とおっしゃっていまし
たが、「ロータリーの友」を愛し、熟読されてい
るのが伝わる紹介でした。

―会員誕生―
［三平治憲会員］
先日、同窓会に参加し、友人と楽しい時間
を過ごしました。みなそれぞれの生き方をし
ていましたがキラキラして見えました。
私も人生の後半戦、大いに楽しみたいと思
っています，とおっしゃっていましたが，き
っとまだ中盤戦ですよ。

―卓
ディズニー君、ようこ
そ。
学業も大変だと思いま
すが、夏の想い出もた
くさん作ってください
ね。

本日のソングリーダーは、石川会員でした。初ソ

話

例

会―

日本書道教育連盟師範で、テレビ、雑
誌等メディアで幅広く活躍されている書
家の高宮華子様をお迎えし、お話を伺い
ました。
文字の誕生から書の源流、そしてきれ
いな文字を書くための秘訣など、おもし
ろくてためになるお話をたくさん聞くこ
とができ、有益な時間でした。

ングリーダーを見事に務めました。
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12:30 ＝

お釈迦様の言葉、「対面同席五百生（たい
めんどうせきごひゃくしょう）」を書いてい
ただきました。
こ の言 葉の 意
味は、初めて対
面し、同席して
いる人というの
は、前世で、五
百回ぐらいご縁
があった人であ
るということで
す。
縁のある人は、前世でもお仲間だった
のですね。

―ス

マ

イ

【内田清会員】
久しぶりに例会に出て来ました。メンバーさん皆様のお声が聞きた
くて…。今は術後の体力回復に日々努めています。今後共よろしくお
願いします。
【飯田久夫会員・鈴木八四郎会員・加藤元英会員・井上敏夫会員・原
田孝一会員】
内田さん，例会出席おめでとうございます。ゆっくりと体調を整え
てください。
【ＳＡＡ中野正義会員】
内田清会員ご退院おめでとうございます。これからもお身体ご自愛
下さい。
【三平治憲会員】
８月１０日で６２才になります。人生の後半戦を楽しもうと思って
います。
【藤川孝幸会員】

ルー

☆ゲストのスマイル
【厚木県央ＲＣ松本豊様】
昨年県央クラブに入会しました松本と申します。本日初めてメイク

①県央ＲＣの松本さん，ようこそ！ごゆっくりしていって下さい。
②Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ Ｎｏｗとクリーンキャンペーンに参加できず，
申し訳ありませんでした。
③山崎さん，写真有難うございます。

にお邪魔しました。今後も何卒宜敷くお願い致します。猛暑日が続き

【和田吉二会員】

ますが皆様御自愛下さい。

山崎さん，親睦夜間例会の写真をありがとうございました。

☆クラブのスマイル

【建部覚会員】

【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

石川会員の初ソングリーダーにスマイルします。

事】

【原田孝一会員】

本日は高宮華子様の卓話「書道のはなみち」です。高宮先生，よろ
しくお願いします。
厚木県央ＲＣの松本様ようこそいらっしゃいました。厚木中ＲＣの
例会を楽しんでいってください。
ディズニー君，ようこそ。暑い夏ですが，勉学に励んでください。

①三平さん，誕生日おめでとうございます。人生の中盤，楽しんで下
さい。
②山崎さん，いつも写真ありがとうございます。

―エンド・ポリオ・ナウ・キャンペーン―

【ＳＡＡ中野正義会員】
第６９回あつぎ鮎まつりの成功をお祝い申し上げます。和田さん見
事な花火の打ち上げご苦労様でした。
高宮華子様，卓話よろしくお願いします。
【鈴木八四郎会員】
和田さん，厚木市政６０周年記念鮎祭り花火大会の大役ご苦労様で
した。感動する打ち上げ花火とスターマイン，６００メートルのナイ
ヤガラ，とても素晴しかったです。
【和田吉二会員】
鮎まつり花火大会，無事に終了しましたのでスマイルします。あり
がとうございました。
【西厚夫会員】
高宮様，本日の卓話，楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い致
します。山崎さん，いつも写真ありがとうございます。
【原田孝一会員・西村弘司会員】
高宮先生，本日は，暑い中おいでいただきましてありがとうござい
ます。卓話たのしみにしています。

―例会スケジュールー
日時

点鐘 12：30

内

８/12

休

会場

容

８月１日，２日の
両日，あつぎ鮎まつ
りにおいてエンド・
ポリオ・ナウ・キャ
ンペーンの募金活動
が行われました。
酷暑の中，高校生も頑張りました。
募金は，厚木３クラブ２日間の合計で，１７万８３５１円も集まり
ました。
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1814 回

GS/少年野球と共に
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レンブラントホテル厚木
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8

青少年奉仕
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78.95 ％

卓話例会

クラブ管理運営委員会

84.62 ％

