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＝ 本日のプログラム ＝ 

ガバナー補佐訪問 RI2780 地区第６G 

 ガバナー補佐石井 卓様（厚木県央 RC） 

－ 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より 

・９月ロータリーレート １ドル＝１０２円 

・地区大会：財団 100 周年記念「ロータリーの夢を 

次世代へ！」10 月 16 日(日)9:30～11:30 秦野 

市文化会館(青少年交換学生) 

・第４回地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティ 

ングのご案内 ９月１０日(土)１３:００～  

第一相澤ビル６階 

○公益財団法人ロータリー米山記念館 より 

・館報 28 号、賛助会入会のお願いが届いています。 

       － 幹事報告 － 

○事務局移転  ・大和ＲＣ 

 大和市中央５－１－４ 大和商工会議所会館 

○例会変更 

・大和田園ＲＣ 

９月 16 日（金）→９月 15 日（木）第１回家族会 

        「横浜うかい亭」点鐘１８時３０分 

９月 23 日（金）→新定款により休会（定款 16－26） 

９月 30 日（金）→夜間例会 点鐘 18 時 30 分 

10 月 14 日（金）→10 月 15・16 日の地区大会 

振替          が届いております。 

★少年野球協会＆ガールスカウトの皆さんに 

支援金贈呈 

 

 

 

 

 

     厚木市少年野球協会学童部の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS 神奈川第 74 団 

土井様・鈴木様 

 

 

☆☆ 会員誕生 ☆☆ 

緊急手術が入り、無事済ませて

駆けつけた黒木則光会員なの

でした。心臓バクバクの様子。 

  

 

        －委員会報告― 

★青少年奉仕委員会 厚木中ロータリー旗争奪少年野球秋季

大会について。開会式は 9 月１０日、厚木球場にて。決勝戦お

よび閉幕式は１０月 8 日の予定。 

★前年度クラブ管理運営委員会前年度皆出席賞とスマイル賞。 

◆皆出席賞…小島條太郎会員、山本道子会員、藤川孝幸会員、

西村弘司会員、五十嵐直樹会員 

◆スマイル賞（年間１５回以上）･･･山崎隆夫会員、和田吉二

会員、飯田久夫会員、建部覚会員、原田孝一会員、鈴木八四郎

会員、中野正義会員、西村弘司会員、藤川孝幸会員、山口光正

会員、城所敏之会員、佐々木尚壽会員、山口昇会員 (順不同) 

  ― 石井卓ガバナー補佐 卓話 ― 

石井卓 AG は厚木県央 RC のチャーター

メンバーです。R 歴１８年。 

時間を作っては、関東地方はもとより全

国津々浦々の R クラブメーキャップ行脚

を実施中。ロータリーを楽しんでいる様

子がわかりました。 

－ スマイル － 

☆ビジターのスマイル 

【石井卓ガバナー補佐（厚木県央 RC）】 

厚木中 RC の皆様、いつもお世話になっております。
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本日は拙い話で恐縮ですが、よろしくお願いします。   

☆クラブのスマイル 

【城所会長・齊藤会長エレクト・山口昇幹事・佐藤副

幹事】 

本日は第６グループ地区ガバナー補佐石井卓様の訪

問例会です。石井様よろしくお願いします。又、厚木

市少年野球協会齊藤会長様、ガールスカウト神奈川第

74 団団委員長土井様はじめとする皆様、ようこそい

らっしゃいました。今日はごゆっくりしてください。

そして、活躍報告よろしくお願いします。 

【西村弘司会員】 

県央ロータリークラブ石井ガバナー補佐、少年野球、

ガールスカウトの皆さん、ようこそ厚木中 RC へ。よ

ろしくお願い致します。 

【井上敏夫会員】 

少年野球協会齊藤会長はじめ関係者の皆さんようこ

そ！常任理事の井上でございます。ぜひおくつろぎ下

さい。ガールスカウトの皆さん、ようこそ。日頃の活

躍、見ています。 

【青少年委員長山口光正会員】 

少年野球協会齊藤会長はじめ関係者の皆様、ガールス

カウト 74 団土井様、本日はようこそおいでください

ました。 

【三平治憲会員】 

石井ガバナー補佐、本日はようこそいらっしゃいまし

た。お酒はひかえめに・・・・。 

【和田吉二会員・飯田久夫会員】 

石井ガバナー補佐、ご苦労さまです。よろしくお願い

致します。少年野球、ガールスカウトの皆様、ようこ

そ・・・。 

【中野正義会員】 

石井ガバナー補佐、厚木少年野球協会の皆様、ガール

スカウトの皆様、ようこそ。ゆっくりしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

【野球同好会】 

本日は石井ガバナー補佐よろしくお願いします。又、

厚木市少年野球協会学童部の皆様ようこそ。日々の運

営とご指導ご苦労様です。ガールスカウトの土井さん

お久しぶりです。 

【藤川孝幸会員・原田孝一会員・山本道子会員】 

黒木さん、お誕生日おめでとうございます。石井 AG、

同期会長（※藤川会員）として心より歓迎いたします。

少年野球、ガールスカウトの皆様、ようこそ。ごゆっ

くりお楽しみ下さい。 

【千代川浩子会員】 

五十嵐さん、例会 100％出席達成おめでとうござい

ます。私も今年はめざしたいと思います。 

【山口光正会員】 

スマイル賞ありがとうございました。今年もガンバッ

テスマイルします。 

【藤川孝幸会員・西村弘司会員・五十嵐直樹会員・飯

田久夫会員・山本道子会員】 

皆出席賞、スマイル賞をただきました。ありがとうご

ざいます。 

【建部 覚会員】 

台風一過の晴天にスマイルします。 

【黒木則光会員】 

誕生祝いありがとうございます。今後ともどうぞよろ

しくお願いします。 

【吉川 広会員】 

おかげさまで開設 25 年を迎えます。一生懸命走って

来ましたので一息入れて頑張ります。宜しくお願いし

ます。 

【佐々木尚壽会員】 

来る 9 月５日で在籍３８年になりますのでスマイル

させていただきます。今後も宜しくお願い致します。 

■本日のスマイル合計３３,000 円 ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

         

 

 

  ―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 

9/7 1864 回 ロータリーの友紹介・クラブフォーラム 広報委員会・会長  

    45 7 

9/14 1865 回 ガバナー公式訪問 会    長  

9/２１ 1866 回 卓話例会（東京臨海ＲＣ今井忠様） クラブ管理運営委員会   出 席 率 前々回修正出席率 

9/２８ 186７回 卓話例会（米山記念奨学生リンさん） クラブ管理運営委員会     

   ８２.93 ％    88.64 ％ 

10/5 1868 回 ロータリーの友紹介・クラブフォーラム 広報委員会・会長  


