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   -本日のプログラム -  

☆クラブ協議会 次期役員選出方法について☆ 

―トップニュース― 
国際ロータリー第 2780 地区 2015～2016 年度地区大会に

おいて，長寿会員とし

て表彰された高橋孝太

郎会員，飯田久夫会員

です。益々お元気で，

後輩をご指導ください。 

 

 

 

-会 長 報 告 -  

◆ガバナー事務所 より… ① ガバナー公式訪問御礼・地区大会の参

加御礼 ② 米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内 11 月 21

日（土）13:30 開会 

＠清風  ◆ＲＩ日本事務局 より① ソウル国際大会 スケジュール

公開等について  ◆公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より 

①ハイライトよねやま １８７ 

◆厚木市友好交流委員会 より ①友好都市（大韓民国京畿道軍浦市）

10 年記念式典・歓迎会＠11 月 6 日（金）午後 6 時 30 分 レンブ

ラントホテル厚木  ◆公益社団法人 厚木法人会 より 

①地域ふれあい講演会のご協力御礼会長から， 

                       

-幹 事 報 告 -  
◆例会変更   ・大和ＲＣ ・厚木ＲＣ・座間ＲＣ 

 
 

-委 員 会 報 告 -  
［西村弘司クラブ管理運営委員会担当理事］ 

◆11 月 11 日公開例会に 7 ついて，本日

配布のタイムスケジュール記載のとおり、

11 時 30 分から食事の用意をしておりま

す。中クラブ会員は食事を済ませてお出迎

えをお願い致します。 

◆あゆころ文庫支援の報告として、２校の

校長、職員、図書委員 2 名の児童が出迎え

てくれました。あゆコロ文庫などを活用し

て、コンテストに応募し、二人とも優秀な

成績を収めたということでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［山口光正 会員増強委員会担当理事］ 

会員増強については，本年度五十嵐さ

んに入会していただきましたが，まだ 1

人ですので，今後も頑張っていきたい。

そこで，来週例会終了後、委員会を開催

いたします。場所は，例会場でそのまま

行います。 

委員の方はご出席をお願いします。 

 

［藤川孝幸 情報（研修）委員長］ 

 １１月２５日（水）１８時から，ロ

ータリーの夕べを開催いたします。 

 ロータリーについて語り合いたいと

思いますので，皆様ご都合付けてくだ

さいますようお願い致します。 

 

 

-会 員 誕 生 -  
５１歳になった佐藤光輝です。 

目を閉じてしまった

ばかりにトップを飾

れませんでした。残

念！ 

意味が分からない会

員は，１０月２８日

に出席した会員に聞

いてください。 

 
―クラブ協議会― 

 次期役員及び理事の指名に向けて，

議論が行われました。 

 会長から，次期役員及び理事の指

名について，例年通り指名委員会に

よって行いたい旨会員に諮られまし

たところ，会員から，厚木中ＲＣ細

則第１条第１節の解釈についての質

問がありました。 

 第１条第１節においては，「役員

を占拠すべき会合の１か月前の例会」

つまり細則第４条第１節により１２

月第１例会の年次総会において次年

度役員及び理事の選挙が規定されていることから，その１か月

前である今回例会において，会長は会員に対して，役員・理事

の指名を求める必要があること，その指名はクラブの決定する

ところに従って指名委員会によって行うことができることが確

認されました。その結果，今回例会において第４条第３節に定

める定足数を充たしていること，例会の議決として多数の拍手

により指名委員会によって次期役員・理事の指名が行われるこ

とが決定されました。 
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―ス マ イ ル― 
★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，次年度役員選考についてのクラブ協議会です。また、

その後に地区大会報告が予定されています。地区大会出席者の

皆様の貴重な感想をよろしくお願いします。 

［西村弘司会員］ 

 会員のみなさん、あゆコロ文庫の支援ありがとうございまし

た。おかげ様で子どもたちのすてきな笑顔に再開することがで

きました。 

［ＳＡＡ中野正義会員］ 

 先日はあゆコロ文庫支援の会津の旅では大変お世話になりま

した。大変意義ある事業でした。また地区大会お疲れ様でした。 

［鈴木八四郎会員，織原利久会員］ 

 山崎さん，地区大会の写真ありがとうございます。 

［和田吉二会員］ 

 山崎さん，地区大会の写真をありがとうございました。 

［藤川孝幸会員］ 

１ 山口昇さん，大コンペで優勝おめでとうございます。 

２ 山崎さん，いつもナイスショットな写真有難うございます。 

３ 私の還暦祝いを皆様にお祝いして頂き，誠に有難うござい

ます。ロータリーの友情への感謝と喜びを込めてスマイル致

します。これからもよろしくお願い申し上げます。 

［西厚夫会員］ 

 山崎さん，地区大会の写真ありがとうございます。写真家の

本人は写っていないですが，良く撮れていますね。特に前の女

性３人にピッタリ焦点も合っているようです。 

［飯田久夫会員］ 

 地区大会で長寿の表彰をいただきましたのでスマイルします。

名前を呼ばれた時，後ろの席から当クラブの皆さんににぎやか

な拍手をいただき，感激しました。 

［ＳＡＡ中野正義会員］ 

第５回厚木商工会議所ゴルフコンペでパートナーの山口昇さ

んが優勝されました。山口さんおめでとうございました。 

［山口昇会員］ 

先日の商工会議所の１４０名参加のゴルフコンペで運よくハ

ンデがたくさんついてしまい、優勝してしまいました。日頃の

行いのせいでしょうか？うれしかったのでスマイルします。 

［佐藤光輝会員］ 

誕生日のお祝いありがとうございます。５１歳になります。

まだまだ若輩ですので、ご指導よろしくお願いします。 

［原田孝一会員］ 

１ あゆコロ文庫、御苦労様でした。残念ながら参加できませ

んでした。 

２ 地区大会早退して写真に写っていません。スマイルします。 

［建部覚会員］ 

所用のため、早退させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―地区大会 2015.10.25― 

 ２３名が参加しました。写っていない会員は，山崎会員（撮

影してます）、原田会員・三平会員（両名早退）となぜか 

 山口昇会員です。 

こちらは懇親会の様子です。楽しそうな笑顔です。新会員の五

十嵐会員もすっかりなじんでいます。 

 
  ―あゆコロ文庫支援 2015.10.20・21― 

 子どもたちの笑顔が素敵でし

た。授業風景も見学できて、人

数少なくなってきている子ども

たちをより支援しなければ！と

皆、決意を新たにしました。 

 子どもたちの心の中には，確

かにあゆコロが根付いています。 

 右写真は、図書館に貼ってあ

った児童作

成の注意書

きです。 

 

 

あゆコロちゃんの鮎が髪の毛みたいですが

…。 

 

 

 

 

         

 

 

  ―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 

11/４ 1824 回 卓話例会（相澤光春ＰＧ） ロータリー財団委員会  

    45     9 

11/11 1825 回 コンサート例会(公開例会) クラブ管理運営委員会  

11/18 1826 回 バイキング例会 親睦委員会  10/25 出席率 10/28 出席率 

11/25 1827 回 卓話例会 クラブ管理運営委員会  

   63.89％     75.68％ 

12/2 1828 回 クラブ協議会／年次総会 会 長  

 


