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＝ 本日のプログラム ＝ 

クラブ協議会・理事役員委員長 新年度方針発表 

SAA：中野 SAA、出席・スマイル：石川会員 

お客様：厚木ロータリークラブ 

 常盤重雄会長 森住等幹事 

 

厚木 RC 会長常盤です。厚木 RC としても若い

43 歳の若輩ですがご指導ご鞭撻 よろしくお

願いします。厚木 3RC の事業として 8/5（土）

「End Polio Now」活動に参加していきます。 

厚木 RC 幹事森住です。ロータリーの歌にもあ

るように「手を振って」いただけたら「手を振

ります」よろしくお願いします。 

 

お客様：厚木県央ロータリークラブ 

 葛籠貫京子会長 土屋義行幹事 

 

厚木県央 RC 会長葛籠貫です。中ＲＣにはメー

キャップによく来ました。昨年は自クラブの出

席を重視して 100％出席を達成しました。本

年度は会長として頑張っていきます。よろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木県央 RC 幹事土屋です。今回で 2 回目の幹

事となりました。創立 20 周年となり皆様には

いろいろご厄介になると思いますが、よろしく

お願いします。 

【会員誕生】加藤元英会員 

誕生祝ありがとうござい

ました。本年度は出席を

重視してまいります。 

 

 

●2016-17 佐野ガバナーより：新会員へプレ

ゼント 

 

竹内祥晴氏、浜谷浩之氏、眞壁恭子氏、池本健

二氏 

－ 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より 

・ロータリー青少年交換学生／ロータリー奨学

生 募集関連資料 

○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

・2017 年度上期普通寄付金のお願い 

・「ロータリー米山記念奨学会 ５０年のあゆ

み」発刊のお知らせ 

○厚木市役所 より 

・平成 29 年度厚木市戦没者追悼式の開催につ

いて（ご案内） 

平成 29 年 8 月 17 日（木）午前 10 時 30 分 

  厚木市文化会館 小ホール 
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○社会福祉法人 厚木市社会福祉協議会より 

・会長 退任（鈴木勲氏） 就任（前場政行氏） 

ご挨拶 

－ 幹事報告 － 

○週報 ・相模原南ＲＣ 

○例会変更 ・大和ＲＣ 

  ７月１８日（火）→ 取止め例会（祝日週） 

  8 月 ８日（火）→ 取止め例会（祝日週） 

  ８月１5 日（火）→取止め例会 

  9 月１9 日（火）→ 取止め例会（祝日週） 

 

－ 理事役員委員長 新年度方針発表 － 

 

【小島正伸副会長】 

斎藤会長の傍らで 1 年間職務

を果たします。 

 

 

【笹生会長エレクト】 

斎藤会長から「会長」の勉強

をします。また、皆さんから

の協力を経ながら次年度の

理事役員を考えていきます。 

 

【佐藤光輝幹事】 

会長がやりやすいように環境

を整え、会長の指示に従って

行動する。 

【五十嵐直樹副幹事】 

幹事として分からないことだ

らけですが一生懸命やってい

きます。 

 

【石川弘子副会計】 

会計に間違いがないかチェッ

クしていく。会計を見るとロ

ータリーの中のことがわかる

のではないかと思い、先輩に

聞きながらしっかり熟していきたい。 

 

【中野正義 SAA】 

会場監督として例会が円

滑に運営できるよう、会長

幹事の指示に従いスムー

ズに進行する。【浜谷浩之副 SAA】皆様に教え

ていただきながらやっていきます。 

 

【竹内祥晴 R 家族委員長】 

「家族例会」をしたいと思う。

自分はこのクラブの「家族例会」

の経験がないので皆様に聞き

ながらやっていきたい。 

 

【黒木則光親睦活動委員長】ロ

ータリーには「親睦」柱と「奉

仕」柱の 2 本で支えられてい

ます。皆様が例会には楽しい気

持ちよく来られるよう務める。 

 

【林正博社会奉仕委員長】 

新たな奉仕活動を定め活動す

る。 

 

 

 

【山崎隆夫国際奉仕委員長】 

外国の人と付き合うな会合、行

事を、できる範囲で皆さんと考

えていきたい。 

 

【渡邊義治 R 財団、米山奨学

金委員会理事】クラブ会費納入

と共に、別途 R 財団、米山奨

学への寄付をお願いします。ご

協力ください。 

 

【佐々木尚壽広報（公共イメー

ジ）委員会理事】週報へは原稿

を出してください。ホームペー

ジを更新しています。 
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【藤川孝幸広報・雑誌委員長】

会員の減少により、現会員全員

でクラブ活動をしなければ運

営が成り立たない感じがしま

す。週報も委員全員で編集しています。卓話、

報告とうありましたら、原稿をお願いします。 

【西厚夫会員増強委員会理事】

会員増強は難しい。増強チーム

を「各委員会」とし、「委員会

で 1 人増強」「役員は各 1 人増

強」をお願いします。 

【五十嵐直樹 IA 委員長】 

40 周年記念事業として「ロー

ターアクトクラブ（RAC）」設

立を提案したい。 

— スマイル － 

お客様のスマイル 

【厚木 RC 常盤重雄会長、森住等幹事】 

本年度、厚木ロータリークラブの会長を務めさ

せて頂きます常盤重雄と幹事の森住等です。１

年間よろしくお願いします。 

【厚木県RC 葛籠貫京子会長、土屋義行幹事】 

厚木県央ロータリーから参りました。１年間会

長、幹事やります。どうぞ宜しくお願いします。 

 

クラブのスマイル 

【斎藤会長、小島副会長、佐藤幹事、笹生会長

エレクト、五十嵐副幹事】厚木 RC 常盤様、森

住様、県央 RC 葛籠貫様、土屋様、ようこそ当

クラブへ。どうぞごゆっくりお楽しみ下さい。

加藤さん、お誕生日おめでとうございます。 

【加藤会員】カミさんとダブルの誕生祝ありが

とうございます。52 歳になります。ロータリ

ーに入って 20 年になります。今年は「ロータ

リーの親睦」について考えたいと思います。 

【中野正義 SAA】厚木 RC 常盤重雄会長、森

住等幹事、厚木県央 RC 葛籠貫京子会長、土屋

義行幹事ようこそ、1 年間大役ご苦労様です。

頑張ってください。 

【和田吉二会員】厚木 RC、厚木県央 RC、会

長 幹事の皆様ようこそ・・・ 

1 年間のご活躍をご祈念致します。 

【飯田久夫会員】加藤さん 誕生日おめでとう

ございます。張りきってがんばってください。 

【浜谷浩之会員】欠席が続いてしまい申し訳ご

ざいませんでした。今月より出席率を上げてま

いります。 

【建部覚会員】所要のため 早退させていただ

きます。 

【山口昇クラブ管理運営委員会 理事】本日は、

申し訳ございませんが所用のため欠席させて

いただきます。今年度は例会運絵の担当となり

ました。会長方針に則り、変化に対応した楽し

い例会を開催したいと思っておりますので、会

員の皆様ご協力をいただけたらと考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

親睦活動－ゴルフ－ 

7/19 水 場所：厚木国際 CC 参加・スコア、

城所氏:90 優勝、山崎氏１０７、朝倉氏９３、

小澤氏９３、和田氏９８、笹生氏１０３、山本

氏１０３ブービー賞、山口昇９７ 

日時 回 内    容 担   当 

8/2 1906 クラブ協議会 会 長 

8/5.6(土日)  鮎まつり 8/5 End Polio Now 会長・奉仕委員会 

8/9or8/16  休 会  

8/23 1907 厚木商業 IAC との 合同例会 クラブ管理運営・IAC 委員会 

8/30 1908 卓 話 例 会 （8 月理事役員会） クラブ管理運営委員会 


