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＝ 本日のプログラム ＝ 

ロータリーの友紹介

年次総会フォーラム 

－ 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より

・ＲＩ第２７８０地区 2019－2020 年度ガバナー

ノミニー確定宣言

杉岡 芳樹（相模原ロータリークラブ） 

・ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会を

多地区合同奉仕活動であることを承認する件 

・社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 開催の件

2017 年１月 28 日（土）15:00～17:30 

アイクロス湘南

・国際大会参加者数 報告願い

○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より

・ハイライトよねやま ２０１

○厚木市合同賀詞交換会事務局 より

・平成２９年度厚木市合同賀詞交換会

平成２９年１月５日（木）１５時開会 レン

ブラントホテル厚木 

が届いております。 

－ 幹事報告 － 

○週報

・相模原南ＲＣ が届いております。 

－ 委員会報告 － 

◆親睦活動委員会より

クリスマス例会について

お陰様で、ビンゴの景品もかなり集まり、ご協力

ありがとうございました。本日、例会後にうち合わ

せをしますので、委員の皆さんは残ってください。 

－ ゲスト・ビジターの紹介 － 

海老名ロータリークラブの中山秀雄さま、ようこそ、い

らっしゃいました！  

 

 

－ 会員誕生 － 

       

－ ロータリーの友紹介 － 

－ 年次総会フォーラム － 

次年度の理事・役員が決定しました。 

２０１７－２０１８年理事・役員（敬称略）  

２０１６．１２．１４ 

🔷役 員 🔷理 事 

会  長 斎藤 達夫 山口  昇 

直前会長  城所 敏之 渡邊 義治 

会長エレクト 笹生 誠 西  厚夫 

副会長 小島 正伸 佐々木尚壽 

幹 事 佐藤 光輝 山崎 隆夫 

厚木中ロータリークラブ週報 
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国際ロータリー第２７８０地区 第６グループ 

  会長：城所敏之 幹事：山口 昇 クラブ広報委員会 委員長：山崎隆夫

Weekly 

Report 

鈴木八四郎会員 

厚木中ロータリーに入会し

て、7 年半だそうです。 

いつも笑顔が素敵な鈴木会

員。 

おめでとうございます！ 

吉川広会員 

元気な高齢者を羨まし

いと思う日々だそうで

す。ご本人も十分若々し

いですよね。おめでとう

ございます！ 

小澤会員によるロータリ

ーの友紹介。本来は、フォ

ーラムの予定でしたが、プ

ログラムの都合で紹介と

なりました。RI 会長のメッ

セージが印象的でした。
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副幹事 五十嵐直樹 SAA  中野 正義 

会 計 西村 弘司  （副 SAA  浜谷 浩之） 

（副会計  原田 孝一） （副 SAA  真壁 恭子） 

今回は、初の選挙が行われたという事で、年次総会フォーラム

として、皆さんから様々な意見が出ました。 

「選挙というのは、やはりロータリーの精神に欠ける。しこり

が残るようなやり方では？」 

「広く会員の意見を問うたという意味では、良かったと思う。」 

「内規などを改めて見直すいい機会だったと思う。」 

「内規に触れている現実もある。」 

といった、様々な意見が出ました。 

－ スマイル －

☆ビジターのスマイル

【中山秀雄様（海老名ロータリークラブ）】 

久しぶりにメークアップさせていただきました。今日は

「赤穂浪士」の討ち入りの日だそうです。年末になり気

忙しくなります。本日はよろしくお願いします。 

☆クラブのスマイル

【城所敏之会長・齊藤達夫会長エレクト・山口昇幹事・

佐藤光輝副幹事】 

海老名 RC 中山秀雄様、ようこそいらっしゃいました。

ごゆっくりしていって下さい。今日は、年次総会につい

てのクラブフォーラムです。皆様のご意見ご感想をよろ

しくお願いします。 

【鈴木八四郎会員】 

本日は、お誕生祝の素敵な花束を頂き有難うございます。私も

明後日 16 日で満 75 歳と成りますがこうして元気で日々過ご

せる事が何よりの幸せだと感謝して居ります。厚木中ロータリ 

ーの皆様とは、7 年半と成りますが素晴らしい方々との触れ合

いが出来幸せです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

【吉川広会員】 

誕生祝いありがとうございます。 

【小澤俊道会員・杉田泰繁会員・加藤元英会員・内田清

会員・中村昭夫会員・藤川孝幸会員】 

鈴木八四郎さん誕生日おめでとうございます。やっと後期高齢

者の仲間に入れましたね。これからも歳に負けずにガンバッテ

ください。 

【黒木則光会員】 

日曜日に城所会長、鈴木さん、笹生さん、山口昇さん、山本さ

ん、星野さんと一緒にゴルフ湘南カップをしました。とても楽

しい会でした。昨日は厚木クラブで卓話をさせて頂きました。

ありがとうございました。 

【三平治憲会員】 

吉川先生、誕生日おめでとうございます。まだまだ 40 代に見

えますヨ。 

【西村弘司会員】 

山崎さん、小田原城の素晴らしい写真をありがとうございます。 

【山本道子会員】 

①12 月 10 日のインターアクトクラブの活動、西村さん、お

世話様でした。②12 月 11 日のゴルフ、城所会長、ニアピン

ありがとうございました。③山崎さん、写真ありがとうござい

ます。 

【山崎隆夫会員】 

10 日土曜日厚木商業高校インターアクトの生徒と箱根細工の

工場を見学、玉手箱を貰い新装になった小田原城を見学、楽し

い一時を有難う御座いました。 

【原田孝一会員】 

海老名の中山様ようこそいらっしゃいました。厚木中 RC の例

会をお楽しみください。 

【石川弘子会員】 

主人の誕生日が近付いていますが、何をプレゼントしたらいい

ものか頭を悩ませています。どなたかおすすめのプレゼントが

あれば教えてください。お花ありがとうございます。 

■本日のスマイル合計 27,000 円でした。

  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 

12/23 1878 回 クリスマス家族親睦例会 クラブ管理運営委員会 46 13 

12/28 休会  出 席 率 前々回修正出席率 

1/4 休会 

78.57％ 86.67% 1/11 1879 回 3 クラブ合同賀詞交歓会 厚木中 RC（ホスト） 

1/18 1880 回 卓話例会・ロータリー友紹介 クラブ管理運営委員会・広報委員会
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