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＝ 本日のプログラム ＝
クラブ協議会・世界大会報告例会
━ 会長挨拶・報告 ━
＜会長：笹生誠＞

ん見てもらって、申し込みされる方は記名してくださ
い。

━

幹事報告

━

＜幹事：五十嵐直樹＞
8月に入りまして暑い日が続いて

特に幹事報告はありません。お手元に 8 月 4 日ポリ

おります。先週は土日に台風もあ

オ撲滅キャンペーン、市民美化清掃のご案内があると

りこの余波で厚木市にも避難勧告

思いますが、4日のエンドポリオナウに出席される方、

が出ていましたね。テレビでも連

9：10アーバンホテル新館にお集まりください。

日やっていました。非常に雨が降

それから市民美化清掃は5日7：00に集合。駅前交番

ったのが大変だったと思います。

の横です。お集まりください。8月29日ガバナー公式

これからもまだ異常気象が続くと思います。みんな気

訪問がございます。今の予定では17：30から例会を

を付けていただけたらと思います。それではガバナー

はじめさせていただきますのでクラブ会員の皆様ち

事務所より8月のロータリーレートは１ドル＝112

ょっと早めに来ていただいて、ガバナーの歓迎という

円ということで聞いております。そして厚木市より、

かお迎えをしていただければと有難いかなと思いま

厚木市日中友好協会設立35周年記念祝賀会というこ

す。もちろんローターアクトもきておりますので、よ

とで、平成30年9月23日、日曜日ですが、午後1時開

ろしくお願いいたします。

会、レンブラントホテル。会費は￥7000円だそうで

それから 1 時間例会をしていただきまして 18 時 30

す。申し込み書が一番最後に入っておりますので皆さ

分からフランス料理を用意しています。ローターアク
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12:30 ＝

トにこれからなる方たちやその他お客様が来られて

※会員のお誕生日。

総勢 40 名を超えるパーティーになるかと思っており

私（三平治憲）です。ちょっと最近私派手すぎだと

ます。

批判も受けている中で、自分を紹介しないといけな

ポリオが終わりますと二週連続でお休みになります

いので、私は 8 月 10 日誕生日でございます。

ので、どうかお間違えにならないようによろしくお願

━

いします。

━

お祝い行事

━

新会員入会

━

＜新会員：堀米 勝＞

＜広報委員会委員長：三平 治憲＞

堀米勝と申します。まだまだ勉

※事業所開設

強させていただくことが多い

黒木則光会員 8 月 21 日湘南厚木病院事業所開設日で

と思います。こちらのホテルで

す。もしよろしければ前のほうで人間ドック等、PR

宿泊の支配人をさせていただ

で結構ですので一言ご挨拶頂けたらと思います。よろ

いております。部屋のコントロ

しくお願いいたします。

ールを日々やっているんです

＜黒木則光会員＞

が、なかなか難しい状況でござ

8 月に事業所開設しまして、ウチの病院、そうですね

います。また皆様に色々なこと勉強させていただきた

今から 14 年前 9 月にオープンしました。ですから事

いと思います。まだまだ未熟でございますが、どうぞ

業所開設が 8 月になっているかと思います。おかげさ

よろしくお願いいたします。

までやっとですね、昨年くらいからですねウチの病院
のほうも安定してきましてそれまでいろいろあり、こ
こだけの話ですが、三年ほど経営が厳しい時期があり

━

ゲスト挨拶

━

＜本厚木 RC：大塚 淳 様＞

ました。今年になり好転して安定した状況であります。

改めてこんにちは！お世話に

ウチの病院は時間にこだわらないということで 24

なります本厚木ロータリーク

時間患者さんを受け入れているということでこの地

ラブ大塚と申します。本厚木

域に入るようになりましたが、もともと厚木は医療が

RC 会長：杉田泰繁の葬儀にご

充実しておりまして、厚木市立さんあるいは東名厚木

会葬いただいた皆様には大変

病院、とくに東名厚木病院が同じ趣旨で厚木の中で救

ありがとうございました。本日

急を特に重点的にみてくださっている病院だったの

は貴重な時間をお借りしまし

で、はじめちょっとかなと思っておりましたが、お陰

て、私ども本厚木ロータリークラブのチャーターナイ

様でこの地域で医師会の方にも快く受け入れてもら

ト、杉田会長が楽しみにしていたチャーターナイトを

えて、今は市立病院さん、東名厚木さんとも他の病院

全員で成功すべく今回はご案内に来させていただき

さんとも仲良くさせていただいております。

ました。どうぞよろしくお願いたします。それでは坂

救急もそうですし人間ドックでも力を入れたり、終末

上の方より具体的な内容を申し上げます。

医療に力をいれたりしています。

＜本厚木 RC：坂上 顕二 様＞

また、ご利用いただけたらと思います。これからも

皆さんこんにちは。貴重なお

湘南厚木病院をよろしくお願いいたします。

時間ありがとうございます。

＜広報委員会委員長：三平

案内状を送らせていただいて

治憲＞

※配偶者誕生日

あると思うのですが、

山崎キヨミさん山崎会員の奥様ですね、おめでとう

改めてご案内いたします。本

ございます！8 月 16 日にお誕生日ということでご

厚木ロータリークラブ認証伝

自宅にお花が届くと思います。

達式チャーターナイトは、10
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月 20 日（土）当レンブラントホテル厚木で開催しま

ーアクトのメンバーが2名これに加わりますので、ち

す。時間は受付が 16 時、式典は 16：30 からとなり

ょっとにぎやかな例会になるかと思います。

ます。会費 1 万円で取り行いたいと思っております。
皆様の出席を心からお待ちしておりますので、よろし

※カナダトロント世界大会報告

くお願いいたします。

＜山崎隆夫会員＞

━

クラブ協議会.世界大会報告

━

カナダのトロントで世界大会がありまして、その世

※クラブ協議会

界大会に行ってきました。ビデオ作ってきましたので

＜笹生誠会長＞

それを観て頂けたらと思います。当日は36,948人の

ガバナー訪問が8月29日にございます。当初はガバナ

参加になりました、ただこれは会員に入っていない方

ー訪問は日中を組んでいたのですが、ローターアクト

がかなりいて、実際にはもっと減るんじゃないかとい

との夜間例会という形になりました、ローターアクト

う話になっています。一番人員が多かったのはアメリ

のメンバーと脇ガバナーの公式訪問です。それから地

カで8,649人。ナイジェリアが6,574人。カナダが

区インターアクトとローターアクトの担当の横山委

3,178人。日本人が1,990人で、五番目でした。そん

員長が参加、という形でガバナーのほうを励ましたい

な状態になっています。それから朝ですね、当日の朝

という希望がありまして、急遽変更する形になりまし

は日本人の朝食会がありました。

た。夕方ですので何も出ないということだと困ると思

これには600名の方が参加しました、これはねビデオ

うので、当日16：30には脇ガバナーをお迎えしたい

に撮っているので見て頂けたらと思います。旅行のビ

と思うので、会長や役員がご接待させていただきます。

デオになってしまいまして、ロータリーとは関係ない

例会は17：30の予定でスタートします。そこから例

ところがありますがみてください。

会と食事を始めたいと思いますのでできるだけ参加

カナダは何回もいっているんですが、本当に広い土地

していただきたいと思っております。

ですね、高速道路も100キロで運転して日本とは違っ

ガバナー訪問とローターアクトの結成が出来たらと

てゆったりしている感じでした。東の方に行ったんで

思います。

すけど、トロント、オタワ、モントリオール、ケベッ

中野ＡＧと脇ガバナーとの、8月10日に会長、幹事会

ク、自然が大きくて本当に楽しいところでした。こん

があるので当然打ち合わせをしていきたいと思って

なこと言うと皆さんに悪いんですけど、食事は女房と

おります。

二人で行ってきたんです。一人前を二人で食べたんで

ぜひ8月29日は参加していただきたい。これは脇ガバ

すがそれでも余っていまして。たくさんの食事で困っ

ナーが今年度はやはり我がクラブの方針にもあるり

ていました。食べるものはいっぱいあったんですけど、

ますように、我がクラブはロータアクトを結成して、

いづれにしても量がいっぱいあったんで、飲む物もい

若い人を育てていかないといけないと思っています

くらでもありまして、皆ゆったりしたっていました。

ので、ぜひ皆さんのご協力をまたご参加をよろしくお

━

願いいたします。

スマイル

━

＜五十嵐直樹幹事＞

＜広報委員会委員長：三平

ガバナー正式訪問の前の22日には正式にはアシスタ

※来訪者のスマイル

ントガナバー、当クラブ中野ＡＧの訪問という形にな

【本厚木ロータリークラブ大塚 淳様、坂上 顕二様】

っています。我がクラブの会員ですので、大したこと

「本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとう

はできませんが、スケジュールとしては中野AGの訪

ございました。ご案内の通り本厚木ロータリーチャー

問という形になります。また、インターアクトの予定

ターナイトのご参加を全員一同心よりお待ちしてお

メンバーもその日は合同で参加させます。聞いている

ります。10/20土曜日、当レンブラントホテル16：

ところでは12～13名参加予定ということとロータ

00受付ということでございますので、ぜひお時間あ
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治憲＞

12:30 ＝

りましたらご参加いただきたいと思います。本日はあ

うぞよろしくお願いいたします。」

りがとうございました。
」

【山口光正会員、飯田久夫会員、竹内祥晴会員】

― 当クラブ会員のスマイル

－

「三平さん誕生日おめでとうございます。働き盛りで

【会長、副会長、幹事、会長エレクト、副幹事】

すね。健康に気を付けられて世のため、ロータリーの

「いよいよ 8 月ですね、本厚木ロータリークラブの坂

ために頑張ってください。
」

上さん、大塚さん、ようこそいらっしゃいました。エ

【山崎隆夫会員】

ンドポリオナウ、市民清掃と行事が控えております、

「ロント世界大会の報告です。そして妻の誕生祝に

体調の管理気をつけてください。三平さんお誕生日お

［バラの花束」を有難う御座います。 まだまだ若い

めでとうございます。
」

ので、来年はドイツ・ハンブルグを元気に楽しもうと、

【池本健二会員】

思います。宜しくお願いします。」

「今週末、妻が手術する関係で鮎祭り・市民清掃に参

【最後に私（三平治憲）の方から】

加できません。野村證券の社員は数多く参加しますの

「8/10で65歳になります。ロータリークラブでは

で宜しくお願いいたします。三平さん御誕生日おめで

「ひよっこ」ですが、これからもよろしくお願いいた

とうございます。
」

します。」

【五十嵐直樹幹事】

■皆様、ご協力有り難うございます。

「三平さん、お誕生日おめでとうございます。何時も
気にかけて頂きありがとうございます。これからもど
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91.30 ％

駅周辺の清掃作業と END POLIO NOW
ご参加頂いた皆様
お疲れ様でした!!

