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＝ 本日のプログラム ＝ 

ガバナ－補佐訪問 

ＳＡＡ：中野会員、スマイル：佐野会員 

 

－ 会長あいさつ － 

今日の週報の「友達になろう」を是非読んで 

いただけたらと思います。 

 

－ 会長報告 － 

○ガバナ－事務所 より 

・基本的教育と識字率向上月刊 リソ－スのご案内 

・ＲＩ第 2780 地区社会・国際奉仕セミナ－開催の 

 ご案内 

 2017 年 10 月 21 日（土）13：00～15：30 

 アクロス湘南 

・インタ－アクト年次大会登録のお願い 

2017 年 11 月 3 日（祝）10：00～15：00 

光明学園相模原高等学校 相模原市南区当麻 856 

登録料 3,000 円 

○相模原南ＲＣ 地区大会実行委員長 より 

・2017～18 年度地区大会昼食のご案内 

○公益社団法人 厚木法人会 より 

 

 

 

・「第 12 回地域ふれあい講演会」への参加協力に 

 ついて（お願い） 

 

— 幹事報告 － 

○地区大会遅刻の無いようお願いします。 

9 月 13 日（水） 休会 

9 月 20 日（水）ガバナ－公式訪問参加お願いします。 

 

— 委員会報告 － 

［クラブ管理運営委員会］：山口理事 

9 月 17・18 日は地区大会です、18 日はグリ－ンホ－

ルで 12：30 点鐘です。 

 

○眞壁会員退会のあいさつ 

短い間でしたが四つのテスト

の精神を忘れない様生きてい

きます。今まで有難うございま

した。 
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— お祝い行事 — 

山口光正会員お誕生日おめでとうございます。 

 

     — ロ－タリ－の友フォ－ラム — 

担当 広報委員会 理事 佐々木 尚壽会員 

 

・基本的教育と識字率向上月間ということで、在住者支

援と識字率向上の記事の説明をしていただきました。 

新企画スタ－トの記事の説明をしたいただき地区支援金

の累計の説明をしていただきました。 

トロント国際大会の説明をしていただきました。 

 

— ガバナ-補佐訪問 — 

○海老名欅 RC ガバナ－補佐 加藤 伸一様 

・１９５６年８月２３日生まれの６１歳 

 入会 １９９７年１月６日 

 綾瀬生まれの綾瀬育ち RC 入ったときは、海老名で   

 不動産業の事務所を開いて２年目でした。 

 青年会議所をそれまでやってまして１９９６年 

 １２月３１日に卒業し中５日で RC に入会。 

 ２００１年幹事、２００８年ブロック会長 

 ２０１４年幹事 

大谷ガバナ－が自宅に来てやってほしいと言われ引き受

けました、RC 歴２０年とまだ短いのですがこの１年頑

張りたいと思います。 

〇ガバナ－大谷信一郎様の紹介 

・相模原南 RC 所属 石油製品の販売で株式会社三友代 

 表取締役 相模原市南区鵜野森に所在。１９８６年２ 

 月６日入会 当時３６歳 

１９９２年幹事 １９９７年会長 ２００６年 地区役

員 

２０１１年第５グル－プガバナ－補佐 

２０１２年地区クラブ奉仕委員長 

２０１３年地区公共イメ－ジ委員長 ２０１４年地区研

修委員 

２０１７年ガバナ－就任 

趣味は 読書、映画鑑賞、スポ－ツ全般 

好きな食べ物 寿司、パスタ お酒は少々ですがかなり

のお酒好きです。 

相模原南 RC の会員が４つのテストの歌の作曲をしたの

で、ガバナ－訪問時に歌っていただけたら大変ありがた

いと思います。 

この１年はまずは増強。各クラブは月末に変更があった

場合に地区に報告をして下さい。 

新会員のつどい 年１回 第６グル－プは単独 

１０月２６日（木）19：00～ ウイングス海老名 

勉強会ではなく懇親会です。テ－マは仲間作りです。 

約２時間 会費 5,000 円 クラブで予算がつくなら 

補助をお願いします。 

・ロ－タリ－カ－ド入会を促進してほしい。 

・マイロ－タリ－の登録の向上。 

・ロ－タリ－の記事を出してほしい。 

・RI テ－マはガバナ－が説明します。 

 

— スマイル — 

【齊藤会長 小島副会長 佐藤幹事 笹生エレクト 

 五十嵐福幹事】 

本日はガバナ－補佐訪問の日です。加藤様、ようこそ 

当クラブヘ。どうぞ宜しくお願いいたします。光正さん、

お誕生日おめでとうございます。 

【加藤会員】 

９月２０日のガバナ－訪問の前訪問でまいりました。よ

ろしくお願い致します。 

【五十嵐副幹事】 

私事ですが、早いもので入会して２年が経とうとしてい
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ます。なんとか出勤率１００%を維持してきました。今

後とも宜しくお願い致します。 

【山口会員】 

本日は、誕生祝をありがとうございました。ロ－タリ－

に入会して２９回のお祝になりました。 

【川添会員】 

眞壁さん退会されて、さびしくなりますね。又再入会お

まちしております。 

【小島副会長】 

加藤さん ようこそ 厚木中にガバナ－補佐訪問にいら

っしゃりました。よろしくお願いします。又、山崎さん

いつも写真ありがとうございます。 

【藤川会員 三平会員 石川会員】 

山口光正さん、お誕生日おめでとうございます。眞壁さ

ん、お疲れ様でした。またお会いできる日を楽しみにし

ております。 

【ＳＡＡ中野会員】 

本日は第２７８０地区加藤伸一ガバナ－補佐をお招きし

ての例会です。加藤様よろしくお願い致します。山口光

正さんお誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

— ７月２６日のスマイル — 

【齊藤会長 小島副会長 佐藤幹事 笹生エレクト 

 五十嵐副幹事】 

本日は、夜間例会です。会話と食事を楽しみ、大いに親

睦を深めましょう！ 

【渡邊会員】 

久しぶりの夜間例会に明るい未来を展望したい気持ちで

す。カンパイ!! 

【小島会員】 

本日の夜間例会にア－バンホテルをご利用いただきあり

がとうがざいます。理事会で山崎さんが新しく理事にな

っていただきスマイルします。 

【山崎会員】 

期末ゴルフコンペでハンデ－に恵まれ入賞しましたので

スマイルします。 

【城所会員】 

平成２年に入会以来、２７年間厚木中クラブにお世話に

なりまして、誠にありがとうございました。これまでの

出逢いと奉仕活動は一生の宝です。貴クラブの益々のご

発展を心からお祈りしております。 

 
 

 
- 地区大会写真報告 - 
 

18 日（月／祝）相模女子大学グリーンホール 
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  —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》               

時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

9/6 1909 回 ガバナー補佐訪問 会 長  

    37 12 

9/13 休会 地区大会振替   

9/17・18 1910 回 地区大会 海老名 RC（ホスト）  出 席 率 前々回修正出席率 

9/20 1911 回 ガバナー公式訪問 会 長  

  80.65 ％     80.00 ％ 

9/27 1912 回 9 月度理事役員会・卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会  

 


