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＝ 本日のプログラム ＝ 

・クラブ協議会      

 齊藤 達夫 会長 

 

・ﾛｰﾀﾘｰの友 紹介 

佐々木 尚壽 理事 

・SAA 

石川 弘子 副 SAA 

 

・ｽﾏｲﾙ発表 

佐野 良人 委員 

 

・ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 小澤 俊通 

会員 

 

 

・ゲスト 

 竹田 翔哉 君(厚木中ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ設立希望者代表) 

 

― 会長報告 ― 

○ 竹田 翔哉 君の紹介 

元厚木商業ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ、初々しい 20 才。神奈川大経

営学部在学中、私の孫の同級生らしい。 ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ

設立の心構えやお願いについてお話を頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ガバナー事務所より 

・「水と衛生月間」リソースのご案内 

 

○ 厚木市役所より 

・友好交流ニュースレ

ター第 20 号送付 

 

・第9回アジアセーフコミュニティ厚木大会実行委員

会の開催 

 

― 幹事報告 ― 

○ 例会変更 

・大和中 RC…3 月 22 日⇒3 月 18 日家族例会に振

替        4 月 26 日⇒4 月 28 日 40 周年記念

事業に振替 

・大和田園 RC…3 月 30 日取止め(定款代 8 条第 1 節) 

・大和田園 RC…4 月 6 日 16 時からに変更 

35 周年記念例会のため 

       4 月 27日 18 時 30 分からに変更 

夜間移動例会のため(メイク等事務局に問合せを) 

 

〇 40 周年記念事業の一つとしてクラブ拡大を推進 

 中…3 月 6 日、ガバナー事務所に設立の申請完了 

 

〇 例会の構成…前半・竹田君によるローターアクト

クラブ設立のお願い  後半・40 周年記念事業の

進捗状況の報告と質疑応答 

 

― 委員会報告 ― 

〇 「ロータリーの友 3 月号紹介 

・「水と衛生月間」「ローターアクトの週刊」 
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縦組 P.4  P.8  P.19  P.31 

 

〇 40 周年実行委員会 

・建部実行委員長…第 7 回目の委員会の内容につい

て 

〔クラブ拡大について〕 

・3 月 6 日『本厚木ロー

タリークラブ』加盟申請 

創立時メンバー37 名(会

長・杉田会員 当クラブ

より杉田会員・内田会員・

佐野会員・加藤会員・中村

会員・林会員以上６人が

移籍)  

・加入金１５ドル/人３７名分は日本事務局で書類審

査終了次第振込予定。 

・例会日…第一・第三木曜日 夜間 

当面は商工会議所 欅が例会場 

新年度からはレンブラントホテルが例会場 

・PETS には会長予定者の杉田会員がオブザーバー出

席 

地区協議会には各担当者が出席予定 

・財団・米山等の寄付については滞りなく準備を進め

てゆく 

・その他の準備も総務部会・式典部会を中心に進めて

行くことになる。 

・４月４日に当クラブ会員の出欠集計 

・４月２５日理事会に委員会として最終報告の予定 

・５月９日具体的な発表とお願い 

例会で必要なものオクトン・ホテルと調整中 

記念誌部会も事前打ち合わせを始めて欲しい。 

 

― 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】 

寒かったり、暑かったりの日々ですが、体調管理には

十分にお気を付けください。今日は竹田 翔哉君が来

てくれました。翔哉、ようこそ当クラブへ。しっかり

とプレゼンを！ 

 

【五十嵐 直樹 副幹事】 

早いものでロータリーに入

って３回目の誕生日です。お

祝いをありがとうございま

す。感謝いたします。 

 

 

【藤川 孝幸 会員】 

山崎さん、素敵な写真

と被災地の子供たちへの

図書寄贈の DVD をあり

がとうございます。初孫

『幸大（ｺｳﾀﾞｲ）』が無事

に誕生し、ついにジ～ジ

になりましたので、メチ

ャメチャ嬉しくてスマイ

ル致します。『眼に入れて

も痛くない』の初体験を

味わっています!!!  

 

【飯田 久夫・西 厚夫・山口 光正・建部 覚・佐野 良

人・石川 弘子 会員】 

藤川さん、初孫のお誕生おめでとうございます。い

よいよおじいちゃんですね。お孫さんとの生活を楽し

んでください。 

 

【加藤 元英 会員】 

 竹田君 ようこそ ガ

ンバッテ下さい。 

 

【和田 吉二 会員】 

 地区セミナー出席のた

め、早退します。 

 

― ゲストスピーチ ― 

〇 スピーカー紹介 五

十嵐 副幹事 

次年度の予算等諸問題は

あるが、厚商 IAC 卒業生

から当クラブに RAC 設
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立の要請があった。これを受けカバナーや地区の委員

長に相談したところ、県央で是非やってくれとの激励

を頂き、まだこれから企画書を理事会に提出する段階

ではあるが、実際に立ち上げたいという強い願いをも

つ竹田翔哉君をお招きした。 

  私は今後彼らをしっかりサポートして支えてゆき

たいと思っているが、4 あったものが 3 に減少してい

るがその理由はローターアクトに対する地区の態度・

対応に非常に矛盾を感じる。今週末にこの辺を改善し

てくれと地区にぶつけてくる。また 28 日に理事会に

おいてローターアクトの予算を調べて企画書として

提出する。是非、暖かい気持ちで彼の話しを聞いて欲

しい。 

〇 元、厚木商業ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ 竹田 翔哉 君 

《厚木中ローターアクトクラブ設立のお願い》 

・資料の説明…18～30 才対象、RC が提唱すること

によって活動ができる団体。 

・ボランティア活動は勿論のことだが、様々な人と繋

がることによって人生経験、社会経験を積み成長して

ゆくことを目的とする。 

・厚商 IAC の活動を支援し、次世代のローターアクタ

ーを育成する。 

・2780 地区の RAC はとても衰退している。なぜな

ら、直前まで小田原城北 RAC で副会長を務めてきた

が、RC 様との繋がりが薄いし、地区内の RAC 同志

で繋がりを持とうとしていない。他に横須賀・相模原 

と全て県内の端にあり、距離的な問題もあり連携が取

り辛くなっている。従って県央地区で RAC を立ち上

げて地区内の連携をとってゆければと考え、厚木中

RC さんにお願いをしました。 

・短期目標…先ずは RAC って何か、またその楽しさ

を知ってもらう。 

中期目標…地区内の RAC の連携を取り、RAC 主催

で IAC にもっと RAC を知ってもらう機会を作る。 

 長期目標…「子供食堂」等目に見える社会貢献をし 

《例会予定》 

３月２１日(水) 休会           

４月４日(水)   通常例会(クラブ協議会・会長) 

 

 

てゆくと同時に地区外へも目を向け、厚木中 RAC の

存在を知ってもらう。 

・役職予定…会長に自分、副会長にはかつて武相高校

で IAC 会長をしていた遠藤コウタ君を考えている。 

・参加者…現在 10 名(5 名は IAC 会長経験者…高校

時代の IAC 活動が非常に楽しかったから) 

このように RAC においても、その経験から RC 会員

を目指したい。…次世代ロータリアンの育成 

・お願い…特に初期費用の問題。決まった場所で例会

を行い、ふとした時に行けるような例会場にしたい。 

例…アミュー厚木・市ボランティアセンター・アーバ

ンホテル等 

備品…費用かかる 消耗品は会費(予定)6,000円/年)

から支出 

・年間活動計画案…７～6 月、2～3 回/月 

7 月設立記念例会で設立を周知して頂く 

RC ポリオ撲滅活動への参加 

  9 月ロータリアンの方に「RC とは?」の卓話をお願

いする。 

 3 月世界ローターアクト週間で RAC と RC が仲良

くなって、より活動の円滑化を図る。 

・RAC は衰退しているが素晴らしい活動を行える団

体なので、高校時代にも大変お世話になりましたが、

ここで更に甘えさせて頂きたく、お願いにまいりまし

た。宜しくお願い申し上げます。 

佐藤 幹事より 

RAC 設立はまだ決定している訳ではないが、皆さん

からご意見を頂戴したい。 

飯田 会員より 

副幹事任せではなく、齊藤会長を中心に是非進めてい

って欲しい。 

藤川 会員より 

子供たちや青年のためになることで、わがクラブが役

に立てることの一つだから、是非積極的に進めてゆき

ましょう。 

 

３月２８日(水) バイキング例会(クラブ管理運営委員会) 

4 月 8 日(日) 地区研修委員会 

会員数 36 欠席者 5 

出席率 83.33 前々回出席率 90.63 
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