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Report

幹事：山本道子

-本 日 の プ ロ グ ラ ム -

ＰＥＴＳ報告

～

城所会長エレクト

2016－2017 年度のテーマは
「人類に奉仕するロータリー」
（Ｒｏｔａｒｙ

クラブ広報委員会

委員長：佐藤光輝
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Ｓｅｒｖｉｎｇ

Ｈｕｍａｎｉｔｙ）

-会 長 報 告 ○ガバナー事務所 より
・地区研修・協議会 各部門からのお知らせ
・インターアクト一泊研修会のご案内
○海老名欅ＲＣ より
・創立 20 周年記念式典 お礼
○厚木もみじライオンズクラブ より
・厚木もみじライオンズクラブ
３０周年記念式典のご案内
○神奈川県保健福祉局生活衛生部薬務課長 より
・平成２８年「春のかながわ献血キャンペーン」
ポスターの掲示について（依頼）
が届いております。

-幹 事 報 告 -

○週報
・座間ＲＣ
○例会変更
・厚木県央ＲＣ
４月１５日(金)→４月１６日(土)公開例会に振替
点鐘１３：３０ 場所 厚木市文化会館
五輪柔道金メダリスト山下泰裕氏講演
「夢への挑戦」
４月２９日(金)→休会

-ゲ ス ト ビ ジ タ ー の 紹 介 -

厚木県央ＲＣの春日清則会長，佐藤拓也幹事，井寛明
公開例会実行委員長，高畑幸夫次年度幹事の皆様が４月
１６日の公開例会のお知らせにいらっしゃいました。
４月１６日（土）
例 会 １３：３０～１４：００
講演会 １４：００～１５：３０
ロサンゼルスオリンピック金メダリストの山下泰裕氏が
特別講演を行います。
参加無料ですので，奮ってご参加ください。

-委 員 会 報 告 ［山口昇副幹事］
４月１７日（日）の地区研修協
議会についてのお知らせです。
場所 相模女子大学
登録開始１１：３０～
となっております。
出席会員はそれぞれ担当の各部門
にご出席いただきたいので，詳細
はファックスで今週中に送付する
とのことでした。

-会 員 誕 生 佐々木尚壽会員，お誕生日おめで
とうございます。
ちょうどお彼岸の時期で，まだま
だお参りされる側には回りたくな
いとのことでしたが，とても７０
代最後の年には見えません。
ますますお元気でご活躍を期待し
ております。

渡邊義治会員，お誕生日おめ
でとうございます。
ポールハリスの話をされて，
資本主義とプロテスタントの
精神を融合させたなどと格調
高いお話をされました。是非，
渡邊会員に勉強会などやって
いただけたらいいですね。
＝ 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
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★クラブのスマイル
［小島（條）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。お彼岸も明け、いよいよ春本番で
す。寒暖差が激しいのでご自愛下さい。本日のプログ
ラムはＰＥＴＳ報告です。城所会長エレクトよろしく
お願いします。
［藤川孝幸会員，西村弘司会員，原田孝一会員]
厚木県央ＲＣの皆様，すばらしい公開例会の企画で
すね。間違いなく盛会となると思います。楽しみにし
ております。山崎さん写真ありがとうございます。
今週は誕生日をお迎えされた方が多く，小島正伸会員，
［鈴木八四郎会員，内田清会員，中村昭夫会員］
林正博会員，松井岳也会員もきれいな花束を贈呈されま
厚木県央ＲＣ，夢への挑戦，４月１６日の公開例会
した。
の大成功を祈念致します。本日はＰＲお疲れ様です。
皆様，お誕生日おめでとうございます。
また，松井さん，お誕生日おめでとうございます。
［渡邊義治会員］
－ＰＥＴＳ報告―
毎日のようにテロや紛争で多くの人が死んでいるに
城所敏之会長エレクト もかかわらず，日本ではテレビをつけるとお笑い芸人
城所会長エレクトによるＰＥ がオロカシイふるまいをしている番組を見せられると
ＴＳ報告が行われました。
誕生祝いをする気にもなりません。それにしても花は
ＰＥＴＳとは，Ｐｒｅｓｉｄ 心を和ませるものですね。きれいな花をありがとうご
ｅｎｔｓ Ｅｌｅｃｔ Ｔｒａ ざいます。
ｉｎｉｎｇ Ｓｅｍｉｎａｒだ ［小島正伸会員］
そうです。
本日は，お誕生祝いありがとうございます。
がん検診かと思っておりまし
花を頂けるのはロータリーだけになってしまいまし
た。ロータリー用語は難しい！
た。スマイルします。
城所会長エレクトからは引き続 ［林正博会員］
き，次年度ＲＩ会長のジョン・
誕生祝い，ありがとうございました。
Ｆ・ジャーム及びスローガンにつ ［松井岳也会員］
いての説明がありました。そして，
お祝い頂きありがとうございます。ステキな花束を
次年度のガバナーエレクト及び次 頂くのも今回で３回目となります。重ねてお礼申し上
年度地区方針の説明がなされました。
げます。
会員増強，維持についての目標は，当クラブでは純増 ［和田吉二会員］
1 名で特に女性会員の増加に力を入れます。また新会員
山崎さん夜間例会の写真をありがとうございました。
に対しては，「新会員の集い」が休止となり，各グルー ［柴田淳之助会員，原田孝一会員］
プで研修会が行われることとなりました。財団及び米山
山崎さん，写真をいつも有難うございます。
への寄付は例年通り求められます。
［内田清会員］
当クラブでの最大の課題は，青少年交換留学生の世話
先日の夜間例会の帰り，コートを間違えました。佐
をすることになるのですが，ホームステイ先なども含め 藤コーキさん，大変ご迷惑をおかけいたしましたので
てこれから詰めていきます。ご協力をお願い致します。
スマイルします。
［西村弘司会員］
―ス マ イ ルー
会員のみなさん，大変申し訳ございません。週報を
★ゲストのスマイル
一回分飛ばしてしまいました。次週，1840 回分配布
[厚木県央ＲＣ春日清則会長，佐藤拓也幹事，井寛明 させていだきます。山崎さん写真ありがとうございま
公開例会実行委員長，高畑幸夫次年度幹事]
す。
厚木県央ＲＣの会長春日，幹事佐藤，次年度幹事の
高畑です。本日は貴重な時間を頂き感謝します。４月
１６日に厚木文化会館にて公開例会を行います。どう
ぞふるってご参加ください。
―例会スケジュールー
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