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いよいよ新年度のはじまり‼!

＝ 本日のプログラム ＝
クラブ協議会・新年度会長方針発表

ターズミーティング開催のご案内
７月８日（土）13:00～第一相澤ビル
○厚木市役所 より

SAA
中野 SAA
ｽﾏｲﾙ・出席報告
石川 会員

・第 29 回心と街のｸﾘｰﾝ作戦の参加について（依頼）
平成 29 年 9 月 16 日（土）13：30～
集合場所 厚木公園（はとぽっぽ公園）
○新年度ポイント
・自分だけ良ければ良いという考え方ではなく、周り

今年度初の

の人を大切に扱って欲しい。

点鐘をする

・
「何故 RC に入っているのか?」
「例会に出席する理

齊藤新会長

由は何か?」を３０分でスピーチをお願いする。

－

幹事報告

－

○ガバナー事務所 より

－

会長報告

－

○ガバナー事務所 より
・地区大会のご案内

・地区ＨＰリニューアルに
伴い パスワードの発行
（必要な方は事務局まで）

平成 29 年 9 月 17 日（日）
・18 日（月/祝）

○例会変更

小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ・相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ

・大和田園ＲＣ

・上半期 人頭分担金・比例人頭分担金 送金依頼

７月７日（金） → 夜間例会点鐘 17：30

・第２回インター・ローターアクト委員会／IAC アク

７月２１日（金）→ ７月２３日（日）の夜間特別
懇親例会に振替ＲＣ

＝ 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 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

－

新年度会長方針 －

【斎藤 達夫 会長】

いうことで、この 7 月 1 日は確か 40 人を切ると
いうことになってしまったと思う。

・本日は会長から新年度の計

今年度が終わるまでに是非皆さんで 6 つのテーブ

画と方針を発表し、来週はそ

ルを一杯にして欲しい。

れぞれの担当役員から話して

・ローターアクトの新設や最も大事な財団や米山の寄

頂く。

付金をそれぞれ 2 万円づつ全員が心掛けてやって

・前年度末～今年度とこんな

欲しい。かくいう私自身も 40 年も経つのに過去に

に一度に退会者が多く出ると

いくらも寄付をしていないが、大いに反省してこれ

いう珍しい年度をスタートさ

からもまた積み立てていきたいと反省しておりま

せるという中、皆様方には是

す。

非健康にご留意していただき新年度をご一緒して下

・40 周年の記念事業について、来年 5 月 27 日に開

さるようまずこれをお願いしておきます。

催することは決定した。内容については、皆さんか

・今年の抱負といっても大したものは無いが、大きな

らのご意見を理事会へお願いしたい。

枠組みが変わったのて、例会等々は自分たちのクラ

・海外に友好クラブとして提携を結んで行きたい。

ブで自主的に運営して欲しいというのが大前提で

－

す。
・例会の回数も最低月に 2 回以上はやって欲しいとい

お別れのご挨拶

－

【交換留学生 邱蕾伊(Lei-Yi Chiu)】
皆さんこんにちは ! 今日

うのが RI からの要望だが、当クラブでは間をとって

は私が最後にこの例会に出る

3 回に決めた。

日です。今まで毎月一回の例

・ロータリーのことを全ての会員がよく理解し、それ
ぞれの会員がロータリーのエキスパートとなって

会のご飯、御馳走さまでし

頂き、新しく仕事をして行く。

た！
あと、毎月のお小遣い貰っ

・年度計画書 13 頁の説明。基本コンセプトと重点目

た時 とっても嬉しかったで

標を説明し、お願い。

す、有難うございました。

・女性会員が 2 名だけになってしまったが、女性の会

この一年間、私はみんなか

員を増やしなさいと号令が来ているが女性会員は
非常に重要で、なぜなら非常に真面目で例会にも一

ら 沢山の事を 習いました、それを忘れずに台湾に持

生懸命に出てきてくれる。私事だが、自分のことを

って帰ります。私の日本語の勉強はいつまででも続け

探さないで良いなんてなったら人間お仕舞です。自

るように 頑張ります。

分を探して欲しいと必死に待っている子供やお年

みんなと一緒にいる一年間に沢山のお世話になり

寄りの方が全国に何万人もいらっしゃるという現

ました、私が高校生のレティーから少し大人のレディ

実の中、私たちはこうしてお昼を毎週一緒にゆっく

ー(洒落)になった時 また日本にみんなに会いに行き

り食べているというのもロータリークラブのお陰

ます。有難うございました。

だと理解をして頂いて、そういう中で年配者も若い
人も女性の皆さんも多いに仲間に入れて下さいと

－

スマイル

－

いうことですが、私をスタートに若い人なんか入れ

☆クラブのスマイル

たって、我々はすぐに辞めるのだから、面倒なんか

【齊藤 会長・小島 副会長・笹生 会長エレクト・佐

見れないよと言って来たが、しかしそうかと言って

藤 幹事・五十嵐 副幹事】

若い人たちが中々新しい仲間を入れてくれないと

齊藤年度が始まりました。一同頑張りますので、ご
協力の程よろしくお願いします。

＝ 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 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

レティーようこそ、寂しくな
りますが、お元気で!年度も残り
わずかとなりました。新年度に
向けて皆様のご協力をお願い致
します。

【SAA 中野 正義 会員】
2017-18 年度、齊藤会長、佐藤幹事のスタートで
す。
創立 40 周年を迎える今年度、皆様のご協力で盛り上
第 2780 地区佐野ガバナーより、レティーを 1 年間立

げて行きましょう。

派に預かってくれたことへの感謝状を頂きました。
【川添 勝憲 会員】
齊藤会長佐藤幹事理事役員の方々、一年間宜しくお
願い致します。毎回楽しい例会でありますように ！!
【建部 覚 会員】
新しい年度の始まりです。新会長をはじめ理事役員
の皆さま、1 年間宜しくお願い申し上げます。
【山口 清 会員】
今年も宜しくお願いします。
【黒木 則光 会員】
親睦委員長を拝命しました。(させられました[笑])
ベスト尽くして頑張ります。大変申し訳ないのですが、
午後から出張のため途中退席します。

【石川 浩子 会員】
入会して丸 3 年となりました。本年度は出席・スマ
イル委員長を仰せつかっております。皆様ご協力お願
いいたします。
■本日のスマイル合計 14,000 円

ご協力ありがとうございます。

-例会スケジュール- 点鐘 12：30
月/日

内
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クラブﾞ協議会・会長方針発表
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1904 回ク協・理事役員委員長方針発表
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1905 回

皆で是非とも全員参加を !!!
会場 レンブラントホテル厚木

容

担
会

長

会

長

当

会
夜間親睦例会

7 月度理時役員会

クラブ管理運営委員会

＝ 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 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

