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-委 員 会 報 告 -本 日 の プ ロ グ ラ ム ☆ＩＭ報告☆
-会 長 報 告 ○ガバナー事務所 より
・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催のご案内
３月 18 日（金）10:00～藤沢商工会館ミナパーク
・2016 年度地区研修協議会開催のご案内
4 月 17 日（日）場所：相模女子大学 登録料：8000 円
○ＲＩ日本事務局 より
・会員推薦者のプログラムに関する大切なお知らせ
新会員認証プログラム廃止
・次年度役員報告
○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より
・ハイライト米山１９１
○近畿日本ツーリスト より
・ソウル国際大会 再募集のご案内
が届いております。

-幹 事 報 告 ○週報
・座間ＲＣ
○例会変更
・厚木 RC
３月８日（火）創立記念移動例会
点鐘：18 時 場所：セルバジーナ
が届いております。

［城所敏之会長エレクト］
先週の理事会の発表を受けて，早速次年度
理事会を開催いたしました。次年度は山口昇
さんに幹事をやっていただき，山口昇さんが
就任するはずであったクラブ管理運営委員会
担当理事に山本道子さんにやっていただくこ
とになりました。
［山口昇 副幹事（次期幹事）］
ロータリー歴は浅いですが，皆様に迷惑をか
けないように頑張ります，と決意表明されまし
た。 早速，本日からひな壇に上ってらっしゃ
いました。

-Ｉ Ｍ 報 告 ［小島條太郎会長］
ＩＭについて，まずは小島会長からご報告が
ありました。２月１４日は参加者も多く，９
クラブメンバーがＩＭを楽しみ，その後懇親
会ではラテン音楽とおいしい料理を楽しみま
した。司会の志村ＡＧのハプニングや田中ガ
バナーのお話などの紹介，パワーポイントを
使用した基調講演，５クラブによるパネルデ

ィスカッションなどの報告がなされました。
［建部覚会員］
今年のＩＭが佐々木達郎実行委員長だった
―会員誕生―
ので，２０１１年を思い出しました。その年
は東日本大震災が３月１１日にあり，３月１
今週は，飯田久夫会員，柴田
３日にＩＭが予定されていたため，ＩＭを中
淳之助会員，川添勝憲会員，
止にするという決断をされたのが佐々木さん
城所敏之会員と４名同時のお
でした。
祝いです。
後藤ＰＧの総評の際の挨拶に心を打たれました。「ガバナー
高橋会員を目標にがんばり
終わったらただの会員，来賓扱いに驚いた」と謙虚な姿勢は見
たい（飯田会員），色々病気
習いたいということです。
をされたそうですが健康マー
［西村弘司会員］
ジャン等残り人生を楽しみた
西村会員は，公務でＩＭ欠席でした。ロー
い（柴田会員），酒もタバコ
ターアクト年次大会にご出席されたとのこと
もやってガンガン遊び，ロー
でした。なお，ローターアクト年次大会は九
タリーでストレス発散が健康
州から青森までの参加者を得
の秘訣（川添会員），マイペ
て盛況だったそうです。
ースでいいということをロー
［山崎隆夫会員］
タリーで学んだ（城所会員）
５クラブのパネルディスカッションに当クラ
などと，お言葉を頂きました。
ブの代表を出さなかったことはよろしくない。
印象的だったのが，吉川会員の名前が複数回出てきたことで，健康
これまで当クラブはこのようなときには誰か出
の秘訣は吉川先生なのではないかと思われました。あ，柴田さん，麻
てもらっていた。代表が出ていなければ面白く
雀はお手柔らかに…。
ない，とのことでした。
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［齊藤達夫会員］
認知度の向上というが，この認知度という言
葉は認知症を想起させるので言葉を変えた方が
良い，というご提言を頂きました。
［原田孝一会員］
パネルディスカッションに当
クラブからの代表者は出ていても
らいたかった。認知度という言葉に違和感はなか
ったが，認知症を想起させるというご指摘は理解
できるので言葉の変更も含めて考える機会になっ
たら良い。
［山口光正会員］
認知度については，確かにピンとこない。座間ク
ラブの自転車の話が記憶に残っている。多くの参
加者があるようなイベントに関わっていくことも
今後検討してよいのではないか。

―ス

マ

イ

写真で綴る「たかが ROTARY されど ROTARY」その１

IM 参加者…小島会長、佐々木副会長、藤川会員、笹生会員、山口光正
会員、飯田会員、松井会員、建部会員、中野会員、原田会員、五十嵐
会員、石川会員、山口昇会員、西会員、山崎会員、千代川会員、林会
員、山本会員 （2016/2/14＠海老名オークラフロンティアホテル）

ル―

写真で綴る「たかが ROTARY されど ROTARY」

［小島会長・佐々木副会長・城所会長エレクト・山本幹事・山口昇副
幹事］
皆様こんにちは。2 月 14 日のＩＭおつかれさまでした。本日は，
ＩＭの報告です。2 月 12・13 日五十嵐会員，新会員の集い，おつか
れさまでした。たくさんの誕生日会員の皆様，おめでとうございます。
［城所敏之会員］
本日は誕生日祝いをありがとうございます。今後ともご指導の程宜
しくお願い申し上げます。
浅井さん，チョコレートをありがとうございます。
［川添勝憲会員］
本日は誕生日祝いありがとう御座います。今月 20 日で７３才にな
りました。ロータリーに入会しまして３１年目です。皆さん今後もよ
ろしくお願い致します。
［柴田淳之助会員］
誕生日祝い，有難うございます。加えて，今日は８０歳の記念の祝
いを頂けるとのことで厚くお礼申し上げます。
［飯田久夫会員］
誕生日を祝っていただき，ありがとうございます。高橋先輩を目標
にがんばります。よろしくお付き合い下さるようお願いします。
［山口光正会員］
飯田さん，お誕生日おめでとうございます。ますます元気でがんば
ってロータリーをお楽しみください。
［小島正伸会員］
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，建部覚会員］
山崎さん，ＩＭの写真ありがとうございます。
［笹生誠会員］
本日は，所用により早退します。山崎さんＩＭの写真ありがとうご
ざいます。
［林正博会員］
先日，妻への誕生祝ありがとうございました。ピンクの綺麗なお花
でした。

―例会スケジュールー
日時

内

点鐘 12：30
容

会場

その２

ROTARY DAY
（2/21）
本厚木駅南口公共イメ
ージ看板、裏側にもポ
スター設置。お披露目。
北口「花の公園」に集
合し、各クラブそれぞれゴミ拾い清掃を行い
ました。「RI の ROTARY DAY は、2 月２
３日。この日は、１９０５年にロータリークラブが誕生した日なんで
す。みなさん、よく覚えておいてください」と田中賢三ガバナーが挨
拶。早朝、田中ガバナーは茅ヶ崎から、佐々木地区公共イメージ委員
長は横浜本郷台からの出動。わがクラブ、されどチームは９人でした。
お疲れ様でした。

《出

レンブラントホテル厚木
担

当

２/24

1838 回

卓話例会（五十嵐直樹会員）

クラブ管理運営委員会

３/2

1839 回

卓話例会（佐藤光輝会員）

クラブ管理運営委員会

３/９

1840 回

卓話例会（菅原光志ＰＤＧ）

クラブ管理運営委員会

３/16

1841 回

卓話例会

クラブ管理運営委員会

３/23

1842 回

ＰＥＴＳ報告
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会長エレクト
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