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＝ 本日のプログラム ＝ 
SAA：中野会員 

クラブ協議会 創立４０周年事業について 

お客様    厚木ロータリークラブ 

2018年度 会長 高橋 浩 様 

 

2018年度 幹事 鈴木茂男 様 

 

お客様のスマイル 

いつもお世話になり、ありがとうございます。厚木ロ

ータリークラブの次年度会長予定者 高橋 浩と 

幹事予定者 鈴木茂男です。本日は、来る 4月 8日（日）

ちく・研修会の厚木 3クラブ、クラブ代表としてご挨

拶に参りました。当日は、何卒よろしくお願い申し上

げます。  

ー 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より 

・リソースのご案内 平和と紛争予防／紛争解決月間 

・2018年地区研修・協議会 開催のご案内 

  2018年 4月 8日（日）神奈川県立保健福祉大学

（横須賀） 

・インターアクト一泊研修会ご参加のお願い 

・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催の通知 

 2018年 3月 13日（火） 藤沢商工会館ミナパーク 

・次・クラブ指導者に向けた『公共イメージ＆社会・

国際奉仕セミナー』開催のご案内 

・「卓話者データベース」登録のお願い 

・クラブ細則についてのアンケート 

○ロータリーの友事務所 より 

・2018-2019年度版 ロータリー手帳買い上げ依頼 

○ＴＮＫ東日本観光株式会社 より 

・201８年国際ロータリー年次大会（トロント大会） 

  参加旅行募集案内送付のご案内 

○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 Ｖｏｌ．215 

 ー 幹事報告 ー 

○例会変更 

 ・厚木県央ＲＣ 

2月 16日（金）→休会（定款第 8条第 1節により） 

2月 23日（金）→移動例会 愛川繊維会館「レインボ

ープラザ」  点鍾 12：30 

2月 16日（金）→休会（定款第 8条第 1節により） 

 ・大和中ＲＣ 

3月 22日（木）→3／18(日)家族例会振替の為休会 

4月 26日（木）→4／28(土)４０周年記念事業に振替

の為休会 

ースマイルー 担当：飯田田久夫会員 

 

記念日 会員誕生 山口 昇 会員 

 

米寿のお祝い 飯田久夫 会員 
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本日のスマイル 
【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】 

高橋浩様、鈴木茂男様 当クラブへようこそ！ 

春夏秋冬、あらためてこの国の季節の規律を感じま

す。「もう直ぐ春ですね、昇さん！」お誕生日、お

めでとうございます。 

【小澤俊通会員】 

今月上旬に、厚木ＲＣ（西島、小林透）と中ＲＣ（三

平、小澤）のミニコンペを開催し、優勝しましたの

でその賞金をスマイルします。また、結婚記念日の

紹介をありがとうございます。 

【佐野良人会員】 

厚木ロータリークラブの高橋浩様、鈴木茂男様よう

こそいらっしゃいました。ごゆっくりしていってく

ださい。 

【中村昭夫会員】 

厚木ロータリークラブ。高橋副会長さま、ようこそ

お越し頂きまして有難うございます。本日は楽しん

でいって下さい。 

【中野正義会員】 

厚木ロータリークラブ次年度会長高橋浩様、幹事鈴

木茂男様 ようこそ！次年度 特にお世話になり

ます。 

【山口 昇会員】 

本日はすてきな花束のプレゼント ありがとうご

ざいました。今後ともよろしくお願いいたします。 

【林正博会員】 

妻の誕生日にピンク系の素敵な、心の和むようなバ

ラをいただき、ありがとうございました。 

【川添勝憲会員】 

先日、家内の誕生祝い ありがとう御座いました。

きれいな花が届きました。 

【小島正伸会員】 

山崎さん、いつも写真ありがとうございます。 

【朝倉弘一会員】 

山崎さん、11月会津若松小学校訪問時の写真ありが

とうございます。 

【建部 覚会員】 

山崎さん、いつも写真ありがとうございます。 

次年度第6グループガバナー補佐エレクト中野正義 

2月 10日開催されましたＩＭにはご出席ありがと

うございました。次年度ガバナー補佐として、正式

の紹介され挨拶させて頂きました。来年 2月 10日

に厚木県央ＲＣをホストクラブとして、第 6グルー

プのＩＭを開催する事になりました。 

ー クラブ協議会 （40周年記念事業等）－ 

建部覚創立 40周年実行委員長 

本日、委員会を行い、11 月 8 日の

第 1回から数えて、6回の会合をし

ています。 

メンバーは、齊藤会長、佐藤幹事、笹生エレクト、

五十嵐副幹事、渡辺会員、三平会員、佐野会員、加

藤会員、建部。以上 9名で構成。 

★第 1回会議 11/8、100名程の式典を見込む。記念

事業はクラブ拡大：「新クラブ創立」財団・米山へ

の寄付。ローターアクトクラブ創立も考察するも、

これは、次年度のクラブ活動とする。 

「新クラブ創立」には「新クラブアドバイザー」選

任、RI 日本事務局、2780 地区ガバナー事務所との

打合せ等、事務手続き。当初、建部委員長が窓口と

して活動するも「新クラブアドバイザー」を佐野良

人会員へ依頼、ガバナー事務所からの承認により、

佐野アドバイザーに任せる。 

★第 2回会議 12/6、クラブ拡大推移：佐野アドバイ

ザーから「メンバーの募集、仮例会の実施等、滞り

なく推移」◎組織：「総務部会・記念事業部会（記

念事業担当、記念誌担当）・例会部会」◎予算：新

クラブ、必要備品見積、30周年事業決算を参考に検

討。記念例会費用の最小化。◎例会規模：55名（会

員 37名、G1名、AG1名、第 6gp会長、幹事 16名） 

★第 3回会議 1/10、◎クラブ拡大以外の記念事業：

バナー作成・162,000円、メンバーズラック・140,400

円、財団へ寄付・10 万、米山へ寄付・10 万。記念

品・招待者のみ。会員は新調バナー。記念誌。 

◎拡大費用、備品とう 732,140円。設立総会 84万

円。C.N45万円。 

★第 4回会議 1/31、バナー金額変更 194,000円、ラ

ック 30人＋20人用 145,000円合計 339,000円 

新クラブ名称「本厚木ロータリークラブ」（駅所有

小田急電鉄確認済み）チャーターメンバー30人見込

み。◎例会部会ホテル見積、633,104円。プログラ

ム、物故会員黙とう、記念品・寄付目録贈呈、例会

中アトラクション無し、新クラブメンバースライド

紹介、退会者へ記念品贈呈、35周年から 40年まで

の記録上映、打上げ白山、コーヒー等。外看板無し。 

★第 5回会議 2/14、◎記念事業部会：ロゴ「Atsugi 

Naka」使用。◎クラブ拡大進捗確認。◎厚木市長呼

ばない、秘書課連絡済み。 

★第 6回会議 2/21、招待状再度の確認、グループ会

議で渡し、はがきで返信をもらう。胸賞 KO。懇親

会映像、スクリーンはホテルにて。プロジェクター

笹生会員、PC各自。退会者記念品 10年以上在籍者、

本会計から支出。◎加盟申請送れている。 

5/27（日）：記念例会、5/23（水）協議会 最終確

認。4/4（水）協議会 3/28、3/14出欠確認。 

第 6gp 3月会議で案内渡す。 

 

会員数 36 欠席者 7 

出席率 90.63 前々回出席率 84.85 
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1926 回 第 6 グループ IM( インターシティミーティング )

前列左より：佐々木尚壽・飯田久夫・中野SAA・齊藤会長・山口 昇前列左より：佐々木尚壽・飯田久夫・中野SAA・齊藤会長・山口 昇
後列左より：山崎隆夫・建部 覚・五十嵐直樹後列左より：山崎隆夫・建部 覚・五十嵐直樹

東京大学名誉教授・解剖学者　養老 孟司 氏東京大学名誉教授・解剖学者　養老 孟司 氏


	shuho1927
	im

