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 Report 

＝ 本日のプログラム ＝ 

 

クラブ協議会(笹生 誠 会長) 

理事役員委員長 新年度方針発表 

 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

〇会長挨拶 

・一昨日厚木 RC に会長幹事の報告に行って参りまし

た。本日は、厚木、県央、本厚木各クラブの会長幹事

さんがお見えになっていますので、後ほどご挨拶頂き

たいと思います。 

 西日本の災害が相当酷く、死傷者も沢山出ており、

未曽有の事態となっています。厚木でも起きない事は

ない事だし、水害だとか土砂災害だとかいう事も考え

られますので、これからは色々と注意しないといけな

い時代になって来ているのかなと思います。特に相模

川・小鮎川の三川の合流点で水嵩が増すと相当な災害

に成って来るのかなと思います。常総のところでも最

近被害がありましたが、西東の違いはあるのかもしれ

ないが、死者が既に１６０人を越えて、行方不明者も

6０人近くいられるんでしょうか、大変な被害となっ

ております。我々も気を付けなければいけないのかな

と思っております。 

 

 当クラブのバナーが新しくなりました。 

 

○ガバナー事務所 より 

・「米山月間」卓話についてのお願い 

・ロータリー財団月間（11 月）卓話依頼について 

○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より 

・2018 年上期普通寄付金のお願い 

○厚木市役所 より 

・「第３０回心と街のクリーン作戦」への当日参加協

力について 
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━ 幹事報告 ━ 

○例会変更 

・大和ＲＣ 

  7月１7日（火） → 取止め例会（祝日週） 

  8月 7日（火） → 取止め例会（祝日週） 

  8月 14日（火） → 取止め例会 

  9月 18日（火） → 取止め例会（祝日週） 

・大和田園ＲＣ 

  7月 20日（金） → 夜間特別懇親例会 

          点鍾１８:３０ 箱根路 開雲 

  8月１０日（金） → 取止め例会（定款第８条                   

第１節により） 

━ 委員会報告 ━ 

・年度末コルフコンペ雨天変更後日程 (山口昇会員) 

   8月 5日(日)     本厚木 C.C.9 時 50 分集合 

━ お祝い行事 ━ 

・事業所開設 

  17日  和田吉二 会員 

  20日  笹生 誠 会員 

・入会日 

  平成 4年７月 15日  山崎隆夫 会員 

━ 来訪会長幹事ご挨拶 ━ 

・厚木ＲＣ 髙橋浩 会長 

 4 ヶ月振りの訪問

です。ありがとうご

ざいます。また今年

も仲良くして頂けれ

ばなと思います。笹

生会長、五十嵐さん、

また中野 AG にはい

つもお世話になっております。10 月 15 日にまた皆

さんと一緒に茅ヶ崎の地区大会へ行きたいと思いま

すので、宜しくお願いします。 

・厚木 RC 鈴木茂男 幹事 

色々と分からない

ことを皆さんにお聞

きしながら、ロータ

リー活動を進めて行

きたいと思いますの

で、宜しくお願い致

します。特に 8月 4日の END POLIO NOW と言い

ますか鮎まつりの際には宜しくお願いします。 

・県央厚木 RC 立脇孝二 会長 

 皆様の子でござ

います私共、先般

20周年を迎えるこ

とが出来ました。ご

出席を頂き、また色

んな意味でご協力

を頂き本当に有難

うございました。 

 来年 2月に中野AGと共に IMを開催させて頂くこ

ととなりました。比較的若くて元気のいい私共ではご

ざいますが、色々と知らない事、分からない事多々ご

ざいますので、是非皆様のご指導ご鞭撻をお願い申し

上げます。 

・県央厚木 RC 霜島秀和 幹事 

 挨拶は短く、最

近の会長幹事チー

ムは 0.2トンなの

か200キロなのか、

単位をどうするの

か迷っております。

会長が 100 キロ、

幹事が 100 キロ、（笑）。以上です、宜しくお願いし

ます。 

・本厚木 RC 石川範義 副会長 

 杉田会長は病気

療養中ですので、

私が副会長を受け

ましたので、久し

振りにお邪魔させ

て頂きました。3

月 16 日に認証が

おり、以来仮例会を数回続け、4 月に入り本例会、月

の内に第 1と第 3 木曜の 2 回も夜間例会を開いてお

り、我々年寄りと若い人もかなり入会して 37名でス

タートし、現在 39 名、もうすぐ 40 名となります。 

チャーターナイトが 10 月 20日に行なわれますが、

幹事より説明致します。どうぞ、今後とも色々な面で
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ご指導を賜りたいので、宜しくお願い申し上げます。 

・本厚木 RC 鈴木八四郎 幹事 

 在籍中は本当

にお世話になり

ました。縁あって

またロータリー

に戻ることにな

り、幹事という大

役を仰せつかる

こととなりまして、心引き締まる思いでございます。

貴クラブの 40 周年の一環として、またそれを機に私

ども本厚木ロータリーも設立することが出来まして、

現在 39名の会員ですが、本日は体調の関係で杉田会

長は出席出来ませんが、兎に角、明るく、楽しく、仲

良くやって行こうというキャッチフレーズで立ち上

げて御座いますが、まだ出来上がりホヤホヤですので、

ご指導よろしくお願い致します。 

 10 月 20 日にチャーターナイトを予定しておりま

すので、是非厚木中さんには大勢の方にご出席頂きた

いと思います。 

━ スマイル ━  

            飯田久夫 リーダー 

☆お客様のスマイル 

 

【厚木 RC 髙橋浩 会長・鈴木茂男 幹事】 

 厚木ロータリークラブの会長高橋と幹事鈴木でご

ざいます。新年度に入りましてのごあいさつのメイ

キャップに厚木３クラブの会長幹事とご一緒にお

じゃましました。本年度どうぞよろしくお願い致し

ます。 

【厚木県央 RC 立脇孝二 会長・霜島秀和 幹事】 

会長、幹事共々 初めて出席させていただきます。本

日、そして今年一年よろしくお願い致します。 

【本厚木ロータリークラブ 副会長 石川範義、幹事

鈴木八四郎】 

厚木中ロータリークラブの皆様今日は、本厚木ロータ

リークラブと致しましてご出席させて頂きました。 

 本日は杉田会長が、体調が優れないため石川副会長

と、鈴木幹事にて参りました。宜しくお願い致します。 

 貴クラブ創立４０周年記念行事を期に、クラブを設

立出来ました事に対しましては記念すべき立ち上げ

となりました。有難うございます、お陰様で現在３９

名の会員数で運営させて頂いて居ります。 

【厚木 RC 西迫哲 会員】 

金曜日から２週間中国へ出張する為メイキャップ

で参りました。 

☆当クラブ会員のスマイル 

【会長 笹生誠・副会長 西厚夫・会長ｴﾚｸﾄ 山口

昇・幹事 五十嵐直樹・副幹事 石川弘子】 

 厚木・県央・本厚木 RC の会長・幹事の皆様、西迫

様、本日はお暑い中、ようこそ我がクラブへ。今後と

もご指導・ご協力を賜りたく存じます。どうぞ宜しく

願い致します。 

【飯田久夫・佐々木尚壽・和田吉二・竹内祥晴 会員】 

厚木、厚木県央、本厚木、3RC の会長・幹事の皆

様ようこそ…。 

一年間のご活躍を祈念致します。 

 山崎さん、写真をありがとうございました。 

【中野正義 ガバナー補佐】 

 厚木 RC 高橋 浩会長・鈴木茂男幹事、厚木県央

RC 立脇孝二会長・霜島秀和幹事、本厚木 RC 石川範

義副会長・鈴木八四郎幹事の皆様ようこそ 

 2018-19 年度のスタートに当たり表敬訪問あり

がとうございました。 

 お体ご自愛頂き職務全うを御祈念申し上げます。共

にがんばりましょう。 

 厚木 RC 西迫哲様ようこそ 

【建部覚 会員】 

 労働保険年度更新が終え、ホッとしています。山崎

さん、いつも写真をありがとうございます。 

【小島正伸 会員】 

 厚木、県央、本厚木ロータリーみなさんようこそお

いでいただきありがとうございます。又山崎さんいつ

も写真をありがとうございます。 

【藤川孝幸・佐藤光輝 会員】 

 厚木３クラブの会長幹事の皆様、ようこそいらっし

ゃいました。本年度よろしくお願い致します。 

 山崎さん、いつも写真ありがとうございます。 

■本日のスマイル合計 30,000円 ご協力有り難うございます。 
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☆セレモニー(バッチ贈呈) 

齊藤達夫 直前会長へ 

━ 新年度方針発表 ━ 

・クラブ管理運営委員会…佐藤光輝 理事 

 活動計画書に則り、クラブ

を管理運営し、楽しい例会を

開催出来るようにして行きた

いので、ご協力をお願い申し

上げます。 

 

・奉仕プロジェクト委員会…和田吉二 理事 

 我がクラブは代々青少年の

育成ということを主に活動し

て参りましたが、今年度も既

にインターアクトをより一層

活発な活動が出来るようにと、

もう一つはローターアクトの

設立に向けて、そういう対象の若者もおるという事

を瑠々検討して、前向きに進めて行こうというよう

なところが、奉仕プロジェクトの大きな活動の目標

になっています。 

  今後議論を色々としながら目的に沿った成果が

上がるように頑張って行きたいと思いますので、宜

しくお願いを申し上げます。 

 

・R 財団、米山奨学金委員会…佐々木尚壽 理事 

 先ずは年会費半期分 10 万

円と財団・米山の方に２万の

お願いをしたい。寄付は強制

ではなく任意ではあります

が、出来るだけお願いしたい。

今年度、地区の目標は財団は

200 ドル以上、米山は 2 万円以上、ポリオの 40

ドルは年会費に含まれると年度契約書になってお

ります。 

前年まではいくつかの表彰を頂いてきたが、人数

が減るとクラブとしての表彰の対象にならなくな

ってしまうのは仕方ないが、出来る限り精一杯寄付

の方をお願いしたいと思います。 

 

・クラブ広報委員会…三平治憲 理事 

 今年度会報の委員長が竹内さ

ん、広報の委員長が山崎さん、

委員が池本さん、副幹事の石川

さん、会長の笹生さん、会長ｴﾚ

ｸﾄの山口さん、藤川さんと何分

人数が足らないという事で、会

長・ｴﾚｸﾄ・副幹事にも担当して頂く事となりました。 

実は会報については、今回であれば藤川さんが写真

を撮り、録音したものを事務所に持って帰り原稿起こ

しをしてくれています。それを笹生会長の PC にメー

ルで送信し、会長が監修してプリントアウトしたもの

を製本して作っています。全てクラブ内でやっている

という事を初めてここで確認させて頂きました。従い

まして、慣れない方がやっておりますので、私も手伝

いますが、誤字脱字内容等につきまして不具合がある

かも知れませんが、当分の間はご容赦願いたいと思い

ます。 

・会員増強委員会…建部覚 理事 

 ご承知の様に 30 人を切って

のスタートとなってしまいまし

た。色々、質の問題、数の問題、

それらのバランスの問題を考え

ながらの増強をしなければいけ

ないのかも知れませんが、幹事

の方からも財政的にも非常に厳しい状況であると聞

いております。 

数値目標は設けませんが、少しでも前進し増強を図

って行きたいと思っていますので、皆さんの方から人

材発掘をして頂き、紹介をして頂けたなら有難いな、

また是非とも 30人を越えたところで年度末を迎えら

れたならと思っておりますので、皆さん宜しくお願い

申し上げます。 

・五十嵐直樹 幹事 

 今年度にやらなければならな

い事が二つあります。一つはい

よいよ理事会の方の承認が得ら

れましたので、ローターアクト

の立ち上げをさせて頂きたい。

各テーブルにローターアクト候
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補の諸君と私とで積み重ねて来た内容を記してござ

います。それと同時に渡邊会員の方からは反対もあっ

たのですが、渡邊さんが一生懸命に調べてくれた事も

一緒に置いてありますので、皆さん目を通しておいて

頂きたいと思います。 

 それともう一つは、活動計画書を会長と二人で力を

合わせて、かなり直したつもりですが、但しなにせ素

人がやってる事ですから、もし何か間違えに気が付か

れましたら、お知らせ下さいませ。 

 活動計画書の細則・内規・委員会については委員会

を立ち上げて直して行きたいと思ってます。 

 渡邊さんも申しておりましたが、この地区のロータ

ーアクトの現状は非常に衰退しているという言葉が

相応しいのかなと思います。今、４クラブのクラブが

あるのですが、鎌倉は休止状態です。他の 3 ローター

アクトクラブもほぼほぼ活動していない、あるいはと

ても奉仕と呼べるような行事はしていない。という事

で、地区の方もかなり危機感は持っています。 

 これから絞ってゆきますが、先ずやって行きたいな

という事ですが、厚木と伊勢原の境に血液センターが

ございますが、献血の運動をに主軸を置いてやって行

きたい。献血を必要としているのは実は交通事故等の

多量の出血の人を思い浮かべられると思いますが、実

はこれらの災害の負傷者ではなく約半分が癌等の病

気の手術や延命であります。年齢制限も 16歳以上と

決まっておりますので、この辺のお手伝いをローター

アクトの諸君とやって行きたい。当然インターアクト

もございますので、インターアクトにも夏休み等長期

の休みに合わせて、やって行きたいと思っております。 

 インターアクトの現状は１年生の男子が 4 人一挙

に増えました。我々が如何に先生を説得し、どう動い

てくれるかが一番問題。だから先生にこういうことを

やりたいんだが、またはやらせてくれないかと接触を

沢山しております。先日は校長、教頭をはじめ 6人の

先生方が出て来てくれ、今までは笹生と２人で行って

いたが、今回は齊藤ﾊﾟｽﾄ会長にも出席頂き大変盛り上

がって来ました。１年生の女子には竹田翔哉君の妹さ

んがいて、毎月 120 人規模で開催されている地区の

インターアクトクラブの副会長に立候補されるとい

うように大変積極的に活動しています。 

 現状何をして繋がりを作って行けば良いのか、単純

にお金を出すだけでは駄目で、目に見える奉仕を求め

て行きたい、当然ながらローターアクトにもそれを求

めて行きます。 

 最後の方に予算がありますように、お金が掛かると

いう批判を沢山受けましたが、お金はそんなに掛かり

ません。立ち上げの初期段階で例会用品等で 18万円

程は掛かります。 

前ガバナーの大谷さんと脇さんに計らって頂き、最

初に通常 10 万円限度のところを 15 万円をお祝いで

出してくれると了承を貰ってあります。従って地区か

らは当クラブのローターアクトクラブに凄く注目が

集まっているし、これを機にローターアクトクラブを

しっかりやって行きたいとの地区の意向も聞いてお

ります。 

 何故ローターアクトクラブが衰退して行くのかと

申せば、ロータリアンの情熱の無さに尽きます。勝手

にやれよとほっぽり状態では、良いクラブは出来ない

というのが私の考え方です。確かに予算的には厳しい

という事は私も重々分かっておりますが、お金よりも

大事なのはマンパワーです。ここにこうして立ってい

ますから、暫くは一人で頑張ってみようと思っていま

す。あと一つは規律の問題です。お酒の問題と、男女

居るので性の問題を絡めて、細則を検討しています。

国際ローターアクトの細則をお手本にしながら、ロー

ターアクトの諸君と私で作っております。 

 ガールスカウト、少年野球の支援は打ち切りという

ことですので、我々中クラブの奉仕の象徴というか具

体的な行動というか、そういうものを私どもでやらせ

て頂きたいとかなり前からやって参りましたが、40

周年と新クラブ設立の方が重要という事で、今までは

あまり発表はして来なかったのですが、かなりの回数、

かなりの時間を費やして、ここまで資料として作って

ございますし、アミューは１時間５０円で会議室を借

りられるのでランニングコストを考えるとお金は如

何にでもなるし、インターアクトも 45 万の予算に対

して 25万程しか使っていない。お金使わずとも頭使 

アクトに廻して何とか遣り繰りしたい。ローターアク

トの諸君にも申し訳ないけど、金がないから我慢する

ところは我慢してくれと言ってるし、一番お金が掛か
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るのはクリスマス例会、夜間例会や年度末例会に彼ら

を呼ぶとなると人数×一万円は掛かるので、ここが最

も大きなところです。立ち上げに際して、承認書は勿

論なのですが、500 ドルを RI に送らなければなりま

せん。あと一点、地区と協議をしたい事がございます。

立ち上げたところへ地区内のローターアクターが駆

け込み、衰退どころか人数が多くなった時にどうする

のかを地区の横山委員長とぴしっと話をして行きた

いとも思っています。前回の理事会で立ち上げ賛成１

０人、危険 1人、司会者は除くということで、承認は

貰いましたが、地区の方では大谷 PGや脇 Gが応援し

てくれても、申請後 4～6 週間は掛かりますので、是

非とも８月２９日のガバナー公式訪問の夜間例会で

地区の方もお招きして、ローターアクト立ち上げのお

祝い・お披露目を簡単に出来るようにしたいと思って

いますが、ガバナー等にも正式に了承を頂いて居りま

す。 

中野正義 第６グループ AG…地区としてもこれを一

生懸命にバックアップして行こうと意思決定されて

ますし、通常は特別の臨時費というのは無いのですが、

そのことも十分検討して行こうと、先般のガバナー補

佐拡大会議の席上、私の方から、中クラブは新クラブ

の本厚木 RC も出したばかりで、予算的にも厳しいの

で何とか援助をして欲しいとお願いをしておきまし

たところ、何とか前向きに検討するしいうご回答を頂

きました。特にインターアクトに私も何回か出ていま

すが、本当に優秀でしっかりした子供が多いので、あ

の子たちがこのまま頑張ってやって行ってくれれば、

とても素晴らしいクラブになるんじゃないかなと期

待感を持っておりますので、是非皆さんも応援してや

って頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・笹生会長…今年度やらなければならない事はロータ

ーアクト結成、立ち上げていかなければいけないとい

う事、これは皆さんにお願いをし、協力して頂きたい。

やるためにはどういう手段・方法が良いのかを考えて

行かなければならないと思っています。 

 実際には 11 人のメンバーは決まってますから、7

月 1 日には結成ではありませんが、顔合わせという形

で彼たちは集まっている形になりましたから、これも

我々は補助しながら、立ち上げに準備を致して行きた

いと思っております。厚木中 RC で結成と RI の方にも

出さないと、最終的な結成という形は下りて来ません

し、ローターアクトを生むことの意味がありませんの

で、そこまでの準備はして行きたいと思っております

ので、宜しくお願い致します。日にちも時間もお金も

ちょっとかかるのですが、それなりに準備をしながら

やって行きたいと思っておりますので、是非宜しくお

願い申し上げます。 

・五十嵐直樹 幹事…今年度会員数激減のため、掛け

持ちで複数の部門をダブって受けて頂いている方が

多数いらっしゃいます。私もいくつも掛け持ちでやっ

ておりますので、ご容赦頂きたいと思います。 

 ５名のローターアクト立ち上げの準備をお願いし

たい会員…齊藤直前会長、中野 AG、和田親睦担当理

事、笹生会長、五十嵐幹事 

４名の活動計画書訂正の準備をお願いしたい、元々

知識を持っている会員…佐々木さん、建部さん、渡邊

さん、三平さん 

正式な要請はこれから順次こちらからお願いする次

第です。ローターアクト立ち上げについて、皆さんの

賛否は如何ですか? 

➾若干の棄権者を除いて、ほぼ全員賛成の挙手で協議

会は閉会。 

 

 

 

 

 

 

 

  ―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月１８日 休  会   

    28人 7人 

７月２５日 1946 回  卓話例会 7 月度理事役員会 クラブ管理運営委員会  

8月 １日 1947 回  クラブ協議会 会  長  出 席 率 前々回修正出席率 

８月 ４日 

５日 

鮎まつり END POLIO NOW(ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ厚木RC)・市民清掃 社会奉仕  

   91.30％     87.50 ％ 

８月 ８日 休  会   
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