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-ロ ー タ リ ー の 友 紹 介 -本 日 の プ ロ グ ラ ム ◆年度後半に向けて◆
-会 長 報 告 ○ガバナー事務所より
・ローターアクト第２７回地区大会のご案内
２月 14 日（日）鎌倉プリンスホテル
・インターアクト一泊研修会ご参加のお願い
３月 26 日(土)～27 日(日)七沢自然ふれあいセンター
が届いております。

-幹 事 報 告 ○週報
・相模原南 RC
○例会変更
・大和中 RC
・大和 RC

１月号のロータリーの友紹介は，飯田会員のご担当で
した。
平成 28 年 1 月が職業奉仕月間ということで，ロータ
リーの友も職業奉仕について特集しており（横組み 7 頁
以下），これについてのご紹介がありました。
なお，職業奉仕については，ロータリーの友 2013 年
10 月号の記事がとても素晴らしいということで過去の
記事もご紹介くださいました。手元にある方はご一読く
ださい。

－クラブフォーラム
年度後半に向けて—

本日のクラブフォーラムは，年度後半に向けて，各委
員長，役員等の抱負や目標，感想などが発表されました。
小島会長自らの抱負は，ますます委員会活動を活発に
が届いております。
し，手づくりの厚木中 RC 活動を充実させていきたいと
○2 月 14 日 IM のお知らせ
のことでした。
多数のご参加をお願い致します。再度出欠確認を回
山本幹事は，小
しますので，記入してください。
島会長の足りな
いところをフォ
-米 山 功 労 者 表 彰 ローしつつ，自
分も勉強できて
良かった。会長
表彰状を授与された井上会員。
幹事会などで他
下は，バッジを授与された柴田会員，中野
クラブの話を聞
会員，和田会員，藤川会員，西村会員です。
くのが勉強にな
るということで
した。
［SAA 中野会員，三平会員］
年度前半に引き続き円滑な例会進行を
心がけていきたいとのことでした。

-会 員 誕 生 中野会員，お誕生日おめでとうご
ざいます。68 歳になられたという
ことですが，若々しくて 68 歳には
見えません。
趣味にも力を入れているとのこと
で，2 月 23 日から 29 日までアミ
ューにおいて，中野会員撮影の造形
物写真展を開催するとのことです。
お時間のある方は是非見に行きまし
ょう。

［西村弘司クラブ管理
運営委員会担当理事］］
ためになる卓話例会を
開催していきたい。直近では 2 月 3 日
の卓話例会で，長尾様に安全保障に関
する卓話をしていただく予定です。
［川添親睦委員長（写真無くてすみま
せん）］
最大の行事であるクリスマス例会も無事終了し，年度
後半は 6 月の打ち上げ例会が目標となります。丸投げと
いわれることもありますが，丸投げも大変なんですよ
（笑）。

＝ 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

＝

［山崎ロータリー家族委員長］
家族の方が来てもらえる例会を目指したい
と考えています，とのことでした。

［佐々木尚壽副会長］
委員会活動についてもっと勉強をして，
もっと活発に活動して欲しい。

［山口昇奉仕プロジェクト
［城所敏之会長エ
委員会担当理事］
レクト］
前期は少年野球，ガールスカウトなど
３月の PETS で，
活動してきましたが，引き続き奉仕を実
次年度の方針を聞
践していきます。
き中 RC に反映させていきます。よ
［笹生インターアクト委員
り充実して楽しい例会を目指しま
長］
す。。
年度後半には，3 月 26
日，27 日に七沢での一泊研修があります。
ご参加お願いします。
—ス マ イ ルー
［小島会長・佐々木副会長・城所会長エ
［山口光正増強委員会担当
レクト・山本幹事］
理事］
皆様こんにちは。40 日ぶりの通常例会
現在，２人の候補者に接触中とのこと
です。本日はクラブフォーラム。年度後半
でした。さらに増強を進めるため，皆様
に向けて，前向きな内容で進められると期
からの情報提供をお願いしたいとのこと
待しています。よろしくお願い申し上げま
です。
す。
［和田吉二会員，西村弘司会員]
米山功労者のお祝いありがとうございました。
［西職業分類委員長］
会員増強を図るためにも，新たな職業分 ［藤川孝幸会員］
皆様，本年もよろしくお願い申し上げます。
類の提案をしていただきたいと考えていま
米山功労者の表彰を有難うございます。継続して行き
す。
ます。
［柴田淳之助会員］
［和田広報委員会担当理事］
思いがけない米山功労者表彰，有難うございます。
広報を通じて公共イメージアップを図っ
［ＳＡＡ中野正義会員］
ていきます。前半に引き続き，毎月の友
本日は，誕生日祝いありがとうございます。1 月 17
紹介，週報の発行を行います。
日で満 68 歳になりました。年度後半も一生懸命 SAA
を務めて参りますので宜しくお願い致します。
［佐藤広報委員長］
［原田孝一会員］
皆様の意見を取り入れて週
山崎さん，写真ありがとうございました。
報をより良くしていきたい
中野さん，誕生日おめでとうございます。68 歳には
と思います。
思えないですね。これからもお元気で。
［川添勝憲会員］
山崎さん，賀詞交歓会の時の写真ありがとうございま
［井上ロータリー財団委員長］
す。
ご寄付によって事業が成り立っている
［和田吉二会員］
ので引き続き寄付をお願
山崎さん，写真をありがとうございました。
い致します。
［西村弘司会員］
山崎さん，いつも！いつも！！いつも！！！写真あり
[杉田泰繁会員（米山）］
がとうございます。
9/30 に米山記念館視察を行いました。
米山梅吉翁の墓参もし、加藤元英会員に ［建部覚会員］
暖かい日差しに誘われてスマイルします。
お経も唱えていただきました。
—例会スケジュールー
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