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＝＝  本本日日ののププロロググララムム  ＝＝ 
卓卓話話例例会会  

卓卓話話者者：：山山崎崎隆隆夫夫  会会員員  

「「ｱｱﾄﾄﾗﾗﾝﾝﾀﾀ世世界界大大会会へへ参参加加ししてて」」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－  会会長長報報告告  －－  

○ガバナー事務所 より 

・2018-19 年度実施プロジェクト向け「第 1

回地区補助金説明会」及び 

 「補助金管理セミナー（グローバル補助金説

明会）」のご案内 

  2017 年 10 月 28 日（土）第一相澤ビル 

・10 月ロータリーレート １ドル＝112 円 

○第６グループガバナー補佐 より 

・第６グループ新会員の集い開催のご案内 

  ２０１７年１０月２６日（木）19：00～ 

  ウィングス海老名 （登録料 5,000 円） 

 

    WWeeeekkllyy  

  RReeppoorrtt  

 厚木中ロータリークラブ週報 
        ２２００1177～～２２００1188  第第 11991122 回回    22001177..0099..2277    VVooll..９９  

      国国際際ロローータタリリーー第第 22778800 地地区区  第第６６ググルルーーププ  
            会会長長：：齊齊藤藤達達夫夫  幹幹事事：：佐佐藤藤光光輝輝    ククララブブ広広報報委委員員会会  委委員員長長：：佐佐々々木木尚尚壽壽    

                            事事務務局局  厚厚木木市市栄栄町町 11--1166--1155    厚厚木木商商工工会会議議所所２２FF  TTEELL：：004466--222222--55881111  FFAAXX  ：：004466--222222--55882211  

SAA 担当 
中野正義 SAA 

出席・スマイル報告 
石川弘子会員 
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○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

より 

・2016 年度決算報告 

○海老名ＲＣ より 

・創立 30 周年記念アルバム 

 

－－  幹幹事事報報告告  －－  

○「あゆコロ文庫」訪問団結成について 

日程は 11 月 19 日・20 日 

詳細と参加希望者申し込みは後日 

○原田孝一 元会員の訃報 

9 月 11 日逝去(誤嚥性肺炎併発) 

「3 ロータリー会員お別れの会」 

10 月 15 日 1０時００分より 

湘和会堂 本厚木にて 

 

○第 2780 地区新会員の集い 

10 月 26 日 19 時～海老名ウイングスにて 

対象：入会 3 年以内の当クラブで 6 名 

 

——  委委員員会会報報告告  －－  

○ 特になし 

○ その他 

【藤川会員】 

・全員アンケートまでとり、前年度まで何度も

協議してきた長期計画委員会を今年度以降も

理事会で再検討し、継続してゆかなくて良いの

か? 

・現金の寄付だけでなく、また使用済み切手を

ゴミとして処分し CO2 排出するより、消印は

残して切手部分を切り取り、纏まったら林国際

奉仕委員長のところへお持ち下さい。これで、

様々なワクチンや再生自転車等を発展途上国

へプレゼントすることが出来ます。 

 

——  ススママイイルル  －－  

おお祝祝いい行行事事  

事業所開設… 

10 月 1 日 林 正博会員・石川弘子会員 

結婚記念日… 

10 月 1 日 石川弘子会員・浜谷浩之会員 

入会年月日…H4 年 9 月 30 日 建部 覚会員 

      H6 年１０月１日 吉川 広会員 

ククララブブののススママイイルル  

【齊藤会長・小島副会長・佐藤幹事・笹生会長

ｴﾚｸﾄ・五十嵐副幹事】  

今日は卓話例会です。山崎さん、お話しを楽し

みにしています。 

【黒木則満 会員】  

昨日は家内の誕生日にロータリーから素敵な

花が届きました。ありがとうございます。良い

誕生日になりました。 

【石川弘子 会員】 

１０月１日で、開業１３年、結婚１１周年とな

りました。皆様に支えられてのことと感謝のス

マイルです。原田さんのご冥福をお祈りいたし

ます。 

【山口光正 会員】 

山崎さん卓話ご苦労様です。写真をいつも有難

うございます。 

【建部 覚 会員】 

２５年前に生沼ガバナーにバッジをつけてい

ただいたことを思い出しました。 

 

－－  アアトトラランンタタ世世界界大大会会へへ参参加加ししてて  －－  

参加者 : 山崎隆夫 会員・令夫人 

・アトランタの世界大会については、このガバ

ナー月信に詳細にわたり掲載されているので、

本日は私達の行ったところについて、DVD を

見て頂きたい。 

・「シカゴのロータリーセンター・ポールハリス

氏のお墓・ポールハリスの住んでいた家、皆さ

ん行ったことがありますか? (会場・笑) まあ、

会員による黙祷 
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当然行ったことのある人は居ないと思います

が。」   

・・RRII 本本部部は、ずっと米国イリノイ州シカゴ地方

にあります。最初はシカゴ市の中にありました

が、1954 年に魅力あふれる新しいビルが近郊

のエパンストンに完成開館されました。このリ

ッジ・アベニューのビルは 1980 年までロー

タリー事務局の必要な容量は満たしていまし

たが、新しい行事計画の増加やロータリー財団

の拡張や新規のポリオ・プラスで、この本部ビ

ルが極端に立て混んできて職員たちは近くの

補充事務所ビルに入らなければならなくなり

ました。 

 近代的な 18 階建のピルが 1987 年にエパ

ンストンの商業地区で手に入った時はロータ

リーの必要な広さの面積と、将来、何年にも亘

って必要となる面積の拡張にも充分間に合う

ように見えました。このガラスとスチールの構

造物は 1977 年に建造されたものですが、40

万平方フィート（37,160 平方メートル）の床

面積がオフィス用、その他の使用可能なスペー

スです。このビルは国際ロータリーが購入し、

そのスペースの 3 分の 2 を商業を営むテナン

トに賃貸してありますが、これもロータリーが

将来もっと大きくなって、このスペースが要る

ようになる時までです。  

このビルは 190 席の広さの講堂、大きな駐車

用ガレージ、300 席のカフテリヤをはじめ、こ

の世界本部の 400 人の従業員が働けるオフィ

スのスペースがあります。18 階にある役員用

のスウイート（一連の部屋）には国際ロータリ

ーの理事会や委員会の会議用の部屋もありま

すが、これらは RI 会長、会長エレクト、財団管 

 

 

 

 

 

 

 

理委員会委員長及び事務総長用のオフィスに

付随して設けてあるものです。本部を一箇所に

置くいわゆるワン・ロータリー・センターは、

将来、多年にわたって国際ロータリーの効率の

よい運営に貢献するでしよう 

・・ポポーールル・・ハハリリススのの墓墓  

 1947 年１月 27 日、ロータリーの創始者ポ

ール・ハリスは、カムリー・バンクの自宅で、

この世を去った。享年 78 歳。１月 30 日、小

雪の降りしきる中で行われた告別式には、多く

のロータリアンが参列し、チェスレー・ペリー、

トーマス・ウォーレン、リチャード・ヘドケが

弔辞を述べた。The Rotarian 誌は３月にポー

ルの特集号を発行し、その中に、この３人のロ

ータリアンにグレン・ミードを加えて追悼文を

掲載している。彼の遺体は、シカゴ郊外のブル

ー・アイランドにあるマウントホープ墓地に埋

葬されている。遺言によって、終生の友であり

ロータリー運動の良き理解者だったシルベス

ター・シールの隣に眠り、その墓石には、彼が

一生をその活動に捧げたロータリーのマーク

が刻まれている。 (後略) 

——例例会会ススケケジジュューールルーー    点点鐘鐘 1122：：3300    会会場場  レレンンブブラランントトホホテテルル厚厚木木                《《出出  席席  率率》》  

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

10/4 1913 回 クラブ協議会 会  長  
37 10 

10/11 休  会   

10/18 1914 回 卓話例会 クラブ協議会  出 席 率 前々回修正出席率 

10/25 1915 回 次年度理事役員会選考について 会  長  

87.10 ％ 80.65 ％ 

11/1 休  会   

 


