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＝ 本日のプログラム ＝ 

○ クラブ協議会【年 度 報 告】 

齊藤達夫 会長 

― 会長報告 ― 

○会長挨拶 

本日は皆さんのご協力により

無事最終例会の日を迎えること

が出来ました。もとより私も相

当年を取っておりますので、若

い幹事また副幹事の皆さんに

色々とお願いをして、私はただ見ているだけというよ

うな事でございましたが、改めましてこの 1 年間、皆

さんに本当にお世話になりました。有難うございまし

た。 

○在籍２５年表彰…藤川孝幸 会員 

 

○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．219 

 

○ＡＭＤＡ より 

・ＡＭＤＡジャーナル ダイジェスト 他 
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   ― 幹事報告 ― 

〇新旧合同理事会決議内容 

・新年度に向けてローターアクトについて始動する。 

 ローターアクト委員会を新設する。人選は会長・幹

事に一任する。 

・退会申し入れ…山口 清 会員(6/30 付) 

・長塚レイラ留学生が６月末で帰国。(7/４ｹﾞｽﾄ予定) 

 

   ― 花束贈呈 ― 

会長・幹事へ 

 

   ― お祝い行事 ― 

・事業所開設 ７月１日 齊藤 達夫 会長 

            西 厚夫 会員 

            渡邊 義治 会員 

            山口 昇 会員 

 

     ― 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】 

 今日は齊藤年度最後の例会です。齊藤会長・佐藤幹

事・小島副会長１年間お疲れ様でした。会員の皆様、

ご協力とご理解に深く感謝を致します。「ありがとう

ございました。」 

 

【藤川孝幸 会員】 

在籍 25 年表彰記念品を有難うございます。 

佐藤幹事が「大したものではないが…。」と仰られま

したが、その意義を噛みしめて大切に使わさせて頂

きます。最終例会ですね!!!  皆さん、新年度も宜しく

お願い致します。 

 

【中野正義 会員】 

本年度、最後の例会を迎えました。齊藤会長、佐藤 

幹事無事の着岸おめでとうございます。新年度笹生会

長、五十嵐幹事いよいよですね!  頑張って下さい。 

 

【三平治憲・建部 覚 会員】 

齊藤・佐藤丸、着岸おめでとうございます。1 年間 

の航海、お疲れ様でした。 

【佐々木尚壽・飯田久夫 会員】 

 「終わりよければ すべて良し」とか。皆さん、ご 

苦労さま。ありがとうございました。 

 

【朝倉弘一・山口 昇】 

 今年も 1 年間大変お世話になりました。次年度もよ

ろしくお願いします。 

 

【小澤俊通・三平治憲・飯田久夫】 

 石川委員長殿 スマイルに卓話に司会にと大活躍

の一年間 ご苦労さまでした。 

 

【西 厚夫 会員】 

 所用の為、早退致します。会長他厚木中ロータリーク

ラブの皆様 1 年間 御苦労様でした。来期も来期も

楽しいクラブライフを共に過ごしましょう。 

 

【石川弘子 会員】 

 1年間出席スマイル委員長として 無事に終える事

ができました。 皆様ご協力ありがとうございました。 

 

― クラブ協議会 ― 

○ 2017 年度報告       齊藤達夫 会長 

・最後だから３０分お話し出来るのかなと思っており

ましたが、残念ながら各委員会の皆さんにマイクを回

すという事のようなので、私はこれで失礼いたします。 

 ありがとうございました。 

 

司会…佐藤光輝 幹事 

一年間の活動の感想を順次発表お願いします。 

 

・笹生 誠 会長ｴﾚｸﾄ…週報は分からないながらも完成

に近付きました。竹内さん、藤川さん、池本さんに原

稿を作成して頂き、それを私が校正するという形で何

とか一年やって来ましたし、次年度も同様に考えてお

ります。週報はホームページにも掲載しておりますの

で、ご活用ください。 

 次年度ローターアクトについても実行委員会を立

ち上げて進めて行く予定ですので、ご指導ご協力をお 

願いします。 
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・山口 昇 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会担当理事…親睦・黒木

さん、ロータリー家族・竹内さん、出席ｽﾏｲﾙ・石川さ

ん、ご協力ありがとうございました。今年度はﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑを担当し、経済に力を入れて特に地域経済・厚木市に

関して卓話者をお呼びした。経済・経営をちゃんと知

ってないとロータリー活動も出来ないしいう思いが

ございまして、少なからず皆さんの力になれたかなあ

と思っております。一年間どうも有難うございました。 

 

・渡邊義治 ロータリー財団担当理事 

ロータリー財団および米山

とポリオの金額についてご報

告します。 

単純に７名分は減額となるの

で、米山が62万円、財団が61

万円、ポリオが16万1千円ということになっておりま

す。以前は会費に財団も米山も含んでいた時期もあり

ましたが、地区からの指摘を受け、齊藤年度で会費と

別枠で寄付を設定したが、これだけのご協力を受ける

ことができた。新年度も同様の寄付が確保できるので

はなかろうかと思っています。 

 

・佐々木尚壽 広報委員会担当理事 

週報と雑誌を担当致しまし

た。当初、週報を発行するの

にプロがいなくなって、文章

を毎週作ってゆくには、もっ

と大勢の人が居なければ出来

ないんじゃないのかな?!と、私自身がそのようなこと

が出来ないので、皆さんに全てお願いしてゆかなけれ

ばならないという立場もあり、心配していたのですが、

笹生さんが印刷の方を担当してくれると聞いて、また

更に藤川さんが担当してくれるというので、何とか発

行しきることが出来ました。 

まだ日の浅い池本さんにも何回かは担当してもらっ

たので、何らかの勉強にはなったのかなと思います。 

最初写真が不鮮明だったが、笹生さんにプリンターを

変えてもらったお陰で大分よく見えるようになりま

した。充実した記事になっているかどうかは分かりま

せんが、非常に大変だったでしょうが、その内容によ

っては一字一句変えずにそのまま掲載した記事も何

度もありました。皆さんのおかげで何とか理事の職責

も果たせたのではないかと思っております。有難うご

ざいました。 

 

・石川弘子 会計担当 

一年間有難うございました。会計に関しては浅井さ

んがしっかりやって下さっているので、助かりました。

ただ、理事会に出席出来たのは、ロータリーをより良

く知るための良い機会になりました。最初は役を引き

受けると面倒くさいというマイナスな感情から始ま

っていたのですが、様々な貴重な経験を積むことが出

来ました。一年間色々とご協力を有難うございました。 

 

・中野正義 SAA 

一年間お世話になりました。当初、眞壁さんと浜谷

さんを任命して頂きましたが、眞壁さんは退会、浜谷

さんには2、3回はやってもらいましたが、横浜への長

期出張ということになり、ガバナー補佐エレクトとし

ての用事が水曜日にかち合ってしまう事が多く、石川

さんと山口さんにはフォローをして頂き、本当にあり

がとうございました。SAAの担当も３年目になりまし

たが、なかなか思うような進行が出来ず、ガバナーエ

レクトとして多くのクラブを回り勉強しています。来

年SAAをやられる小島條太郎さんをはじめ担当の方

には、是非盛り上げて頂ければと期待しております。

宜しくお願い致します。 

 

・建部 覚 40周年記念事業実行委員長  

皆さん、その際には大変お世話になりました。12月

に実行委員長に選任され、クラブ拡大という事で大慌

てで国際ロータリー日本事務局から手引きと書式を

ダウンロードし、そして最後まで新クラブアドバイザ

ーをやらなきゃいけないのかなと思ったら、新クラブ

へ移籍する佐野さんが私がやるから良いよと、また記

念事業に打ち込んでくれと佐野さんから言われて、新

クラブ設立アドバイザーを佐野さんに引き継ぎまし

た。 

 ここでRAC立ち上げの話しが出ていますが、クラブ

拡大と同様に事務的な部分等、私の経験からだとチョ
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ット面倒くさかったかなという事もありますが、RAC

設立についてもそういう心づもりでやってくれたら

なと思います。40周年記念事業にご協力本当にあり

がとうございました。 

 

・三平治憲 40周年総務部会長 

激動の一年間だったと思い

ますが、ひな壇の皆さんお疲れ

様でした。今はアンシャンテで

さえ会員数が減って寂しいで

すが、今日のこの会場は広々と

して声が響き渡ると、私が入会した頃も5、60人いて

いつもガヤガヤとして賑やかな中で、よくSAAに怒ら

れた頃が懐かしいと感じられます。40周年当日の感

想は、会員さんが減ってしまったというのを一番実感

として思いました。30周年の部会においては例会が

終わると毎週のように集まって、これやろうあれやろ

うとお酒をのみながら話し合ってきたのですが、今回

はこじんまりとでも厳格にやろうという諸先輩のご

意見がございましたので、淡々とやらせて頂いたとい

うのが私の感想です。他のクラブの会長さんに電話で

聞いたら、正直言って、質素だけど40年の重みを感じ

る良い式典だったよと言われ、本当に良かったなあと

思いました。45、50周年と私や皆さんがお元気かど

うかもわかりませんが、継続性を持ってしっかりやっ

て行けたら良いなあと思っております。 

 

・藤川孝幸 会員 

皆さん、お疲れ様でした。最終例会で静粛なのは良

いのですが、次年度以降は皆で真剣に良い仲間を増や

すべく、一生懸命に会員増強をして行きましょう !   

一人が一人の素敵な仲間をお誘いすれば、一年で計算

上は50人超えの素晴らしいクラブにすることが出来

ますので、笹生会長をリーダーとして是非みんなで協

力して、厚木中RCの発展をさせて行きたいと思いま

す。また、一年間、ズータイのでかいのが例会中に皆

さんの前を行ったり来たりして、写真を撮りまくって

ウザかったと思いますが、そこはお役目とご容赦をお

願い致します。 

 

・竹内祥晴 会員 

今年はロータリー家族ということでしたが、その次

は何もやってない状況です。週報に関しては当クラブ

で初めて原稿作りを見よう見真似でやっており、最終

的には藤川さんと二人でやるような結果となり、なん

でこんなに忙しいのかなというのが実感でした。以上

よろしくお願いします。 

 

⇒佐藤光輝 幹事 

週報は本当に大変なのですが、あまり一人の会員に

偏らないように皆で分担してやれれば良いのですが、

PC を触れないという方もいらっしゃり、なかなか難

しいのですが、次年度は広報担当理事がその辺もよく

考えてやってくれると思いますので、皆さん、週報へ

のご協力を宜しくお願い致します。 

 

・吉川 広 会員 

今年は本当、僕の知らない内に波乱万丈のロータリー

で、なんで波乱万丈なのと聞いてもどなたも何も答え

てくれないとていう感じでした。その内に齊藤会長に

でも聞いてみようと思っています。 

 

・小澤俊通 会員 

40周年の式典でソングリ

ーダーをやらされまして、高

校時代に応援団たったので人

前に出るのはそんなに苦痛で

はありませんが、三平さんか

らだいぶ前から頼まれていたので、しっかりやらなき

ゃならないなと思ってしました。私は個人的には色々

な役を受け過ぎておりまして、厚木に居る時間は少な

いのですが居る時にはロータリーの例会を優先にし

ておりますが、なかなか厳しい一年でもありました。

私が今預かっている県の幼稚園の団体は600の幼稚

園が加入しており、8月7日には創立70周年のイベン

トを県民ホールに2500人集めてやらなくてはなら

ないという状況で、60周年の時にはパシフィコ横浜

で4000人を集めて渡辺貞夫のカルテットとかさん

ざん金を掛けてやったのですが、団体の運営は園児数

割なので、神奈川県でも園児数が3万人減少し、経費
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削減をしなければならず、また県内幼稚園で起きてい

る問題をはじめ全国の色々な情報が入ってくるので

すが、先日は先生が園児をいじめているということが

報告されたのですが、よく調べてみると派遣の先生で

元々の先生と人間関係がうまくいってなくて、内部告

発で、でっち上げられた問題でした。県内の園児は基

よりそこで勤務している1万人の先生方も守ってゆか

なければならない中で、RCの活動に協力出来ないの

は心苦しく思っております。ただ寄付だけはしっかり

しようと思っていて、ご依頼があった時にはやってゆ

こうと思っております。ご迷惑をお掛けしますが、こ

んな立場をご理解いただけたならと思っております。

ありがとうございました。 

 

・和田吉二 会員 

40周年では皆さんが綿密な計画を立てながら、当

日は的確な指示により非常にスムーズな進行が出来、

非常に素晴らしい周年の例会が出来たことは大変感

銘深く思ってます。会員数は減りましたが、次年度は

次年度なりに皆さんで頑張ってゆけば、素晴らしいク

ラブになるのかなという印象を持っております。 

 

・小島條太郎 会員 

次年度の抱負ですが、入会以来今まで誰もやらせて

くれなかったSAAを初めてやります。そこで人事権を

発動して手際の良い小澤君と写真撮りの上手い藤川

君と私の3人でこの会の運営を仕切ってゆこうと思っ

ています。2人にやらせようと思っていたら、2人共冷

たくて私を楽させようとは全然思ってくれないんで

す。(「そんなことしたらジョーちゃん、ボケちゃうじ

ゃん!!」藤川会員のヤジ) (一同笑) 

人数じゃなく中身の問題で、一人一人が仲間と触れ合

って、ロータリーに入って楽しいな、この会で良かっ

たな、と思えるような会の運営をして行きたいです。

是非次年度は皆さんが笑顔で例会に出てこられるよ

うなクラブにして行きたい。初めての SAA、そんな大

きな抱負を持っておりますので、一年間よろしくお願

いします。 

 

 

佐藤光輝 幹事 

初めての SAA、どんな例会になるのか楽しみにして

います。それにしても笹生会長の「懐の深さ」には関

心させられています。(一同笑) 

 

・朝倉弘一 会員 

本当は退会を考えていたが、会員が激減してしまっ

たので、止めました。昔は色々と役を受けて活動した

のですが最近は何もやらなくて「枯れ木も山の賑わい」

みたいになってしまってるのですが、 

今後共頑張って通いますので、よろしくお願いします。 

 

・飯田久夫 会員 

予想された『激動』を小島副会長を始めとする執行

部の皆さんの知恵と、齊藤会長、佐藤光輝さんの凄腕

で見事にまとめられて、にこやかで穏やかな年度末を

迎えられたということ、お二人に敬意を表したいと存

じます。また、40周年は華やかではなかったけれども、

心に染みるような演出をして頂いた建部委員長と三

平福実行委員長のお二人にもまた敬意を表したいと

思うところです。この雰囲気で来年度の笹生会長にも

頑張って頂きたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

・池本健二 会員 

1年ちょっと前に入会した

のがこの世で初めてのロータ

リークラブということで、色々

と学んできておりますが、次年

度はまた会計副ということも、

今初めて(汗)頂いた担当名簿に下線が引かれていて、

ちょっとビックリしておりますが、また色々と学びな

がらお役に立てれるように頑張ってゆきたいと思い

ます。このところ水曜の朝、東京に行かなければなら

ないケースが多くて、例会には遅刻しがちですが、出

来るだけ間に合うように頑張ります。また、次年度・

次次年度くらいには世の中に相当大きな変化が起こ

りそうなので、テクノロジーしかりアメリカの景気の

ところにも変動が起こりそうな状況だし、トランプさ

んも…な人だし、そんな形で皆さんのこの厚木のため
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にもお役に立てるように頑張ってゆきますので、宜し

くお願い申し上げます。 

 

・小島正伸 副会長 

締めの言葉は最後は会長にきちっと話して貰いた

いと思いますので、簡単にお話ししますけど、先ずは

一年間副会長をさせて頂きまして、本当にありがとう

ございました。当初、齊藤さんから言われた時には、

兎に角座って居れば良いということでお陰様で出席

率は私は相当良かったなあと自信をもっています。来

週からはそちらの席に行けるのでホッとするのです

が、この一年間を顧みると会長幹事が大変に良い仕事

をしてもらったなあと、特に当初は色々な問題があっ

たけど、このような形で今日も理事会で色々な意見が

出て、また一体化出来たと、中ロータリーは色々な意

見がしっかり出て、最後には一つに纏まるという時代

が長かったので、私も昔は出ていて楽しかったと思っ

ていたが、去年あたりお互いに口を利かなくなったり

意見交換を出来る場もあまり無かったが、これからは

どんどん意見交換をして中ロータリーを良くできる

とそういう意味ではピンチがチャンスになった。この

チャンスを活かしてみんなで良いロータリーにして

行きたいなと思ってしますので、よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・齊藤達夫 会長 

最後の挨拶は大変で、いつもその時にはもう死ぬん

じゃないか思っておりますが、あと 15 年くらいは大

丈夫だと聞いております。昨年来、人生 100 年の時

代と言われるようになってますが、死ぬことは怖くな

いが、ただ殺されるのは嫌だなあと思っています。丁

度 80 になるのに 70 くらいと歳を若く言われる時は、

嬉しくもあり憤りを感じることもありますが、女性に

とって歳をとることはどうですか?(「良いことです!」

石川会員)ということだそうです。長生きをするという

事は良いことなんでしょうから、ちょっと見て 20 名

ほど、来年の笹生年度では少し人数が増えて来たなあ

というよう私も頑張りたいと思いますので、是非皆さ

んにもご協力頂き、年度終わりのご挨拶ですから、是

非次回も皆さん元気な顔でお会いしたいと思います。 

 

 

 

   ―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》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

7/4 1944 回 クラブ協議会・新年度会長方針発表 会  長  

    30 ４ 

7/11 1945 回 クラブ協議会・理事役員委員長方針発表 会  長  

7/18 休  会 会  長  出 席 率 前々回修正出席率 

7/25 1946 回 卓話例会 クラブ管理運営委員会    83.33 ％     80.77 ％ 

http://www.atsugi-naka-rc.com/
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