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＝

本日のプログラム ＝
年次総会
━ 会長挨拶・報告 ━

○ガバナー事務所 より

平成31年１月8日（火）午後6時開会 レ
ンブラントホテル厚木
○厚木商工会議所 より
・厚木市合同賀詞交換会

・2019-20 年度実施プロジェクト向け「第 2 回地

平成31年１月9日（水）午後３時開会

区補助金説明会」のご案内

レンブラントホテル厚木

2019 年 1 月 26 日（土）13：00～第一相澤ビル

○ＡＭDA より

・ハンブルグ国際大会 早期登録料金の適用期間につ

・マンスリーサポーター募集中

━

いて
・2021-2022年度地区ガバナー・ノミニー候補者
・2018-2019年 新会員の集い 締め切り変更
○厚木市役所 より
・厚木市合同賀詞交換会
平成31年１月４日（金）午後３時開会
レンブラントホテル厚木
○厚木青年会議所 より

━

報告事項はありません

━

告知の件

幹事報告
お祝い行事

━

12月18日 川添勝憲会員の結婚記念日でした。
川添会員のご冥福をお祈り申し上げます。
12月21日 石川弘子会員のご主人大坪寛さまの誕
生日です。
12 月 14 日 吉川広会員の誕生日です。
12 月 25 日 出口義勝会員の誕生日です。

・賀詞交歓会
＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

1 月 3 日 石川弘子会員の誕生日です。

【笹生会長】
次年度会長は山口昇会長エレクト、幹事は石川副幹事に
お願いしたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願い
します。理事役員の方について、クラブ管理運営委員会
は五十嵐直樹幹事、奉仕プロジェクト委員会の方は、建
部覚会員、会員増強委員会は佐藤光輝会員の兼務、ロー
タリー財団・米山記念奨学委員会の方は、山口光正会員、
クラブ広報委員会は竹内祥晴会員にお願いしています。
これをもちまして次年度の理事役員の発表とさせていた
だきます。何かご意見ございましたらお願いいたしま

1 月 7 日 池本健二会員の誕生日です。

━

年次総会━

【笹生会長】

す。
・・特に意見が無いようですので、承認いただける方
は挙手をお願いします。
・・はい、ありがとうございます。
それでは承認いただけたということで、次年度の理事役
員決定となります。今年度の感想を皆さまからいただき、

先週は川添会員の追悼例会と

残りの半年にむけて一言お願いいたします。

いう事で、本日が年次総会とな

【西副会長】

りました。2019-2020年度

幹事からも話がありましたが、

に向けて理事役員の発表をさ

クラブを良くするために増強

せていただきます。指名委員会

が大事だと思います。皆様よ

で集まって審議させていただ

ろしくお願いします。

きました。皆さん、すぐには出
来ないけど、2年後3年後には
引き受けたいと前向きな意見もいただきました。それで
は、審議の発表をさせていただきます。齊藤直前会長、
よろしくおねがいします。

【山口昇会長エレクト】
2019-2020年度理事役員が決定しました。私は次年度
会長となりますが、出来る限り皆様のご意見をいただき、
理事会で把握しながら会を進めたいと思っています。ご

【齊藤直前会長】

協力お願いします。
指名委員会の座長を引き受け
ました齊藤です。次々年度の
役員の選考という事で、非常
に大変でした。3回、4回と会
を重ね、検討した結果、皆さ
んのお手元にある文書のとお
り、会長エレクトは若い人に
お願いしようということで、

私が会長時代の幹事をやってくださった佐藤光輝さんに
お願いしました。ご本人は、まだ若いと言っていました
が、会の状況を鑑みて、引き受けてくださいました。そ
の補佐役に竹内さんをお願いしました。私どもの指名委
員会の決定に異存がなければ、拍手をお願いします。
―

拍手

―

その他の役員の皆さんは、ご指名があると思いますので、
喜んでお引き受けいただければと思います。ありがとう

【齊藤直前会長】
冒頭に指名委員会の話をさせていただきましたが、ロー
タリーそのものが大きく変わっていくだろうという中で、
例会の回数も少なくなり、私たちのクラブも30人を切り
ました。当初は新クラブを作った時は20人くらいに減る
んじゃないか、地区の方からも空中分解するのでは？と
陰口を叩かれたこともあります。何とかこれから新しい
時代、新しい方向に持って行くつもりで私も一生懸命努
力したいと思います。
【渡邊会員】
理事会への出席もあまり良くなく、すみません。今ロー
タリーは転機だと思います。今月のガバナー月信に決議
23.34が書いてありましたが、最近の会長幹事はそれに
ついて勉強していないという話を聞きました。クラブの
中でこれについて学ぼうと提案したことがあります。
我々が直面している問題について意見を交わし合う、特

ございました。
＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
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に若い人材と向き合う事で勉強になるという事があると

【山口昇会長エレクト】

思います。クラブ協議会などの機会で是非取り上げてほ

ただ今2019-20年度第1回理事会を開催してきました。

しいと思います。

SAAは黒木会員にお願いしたいという事で決定しまし

【佐々木会員】

た。

財団の方は、本年度、当クラブのメンバー全員が寄付を

━

スマイル

━

してくれました。是非後期もお願いします。次年度は年

☆当クラブ会員のスマイル

会費が事実上あがります。そうしないと会を維持できな

【笹生誠会長・西厚夫副会長・五十嵐直樹幹事・山口昇

いという事情もあり、詳細はまた皆さんに報告があると

会長エレクト・石川弘子副幹事】

思います。次年度また老骨に鞭打って、副会長という役

急に寒くなってきました。風邪も流行っているようです

職をいただいておりますが、皆さんのお役にたてるよう、
縁の下の力持ちという気持ちでやってきたいと思います。

から、お気を付けください。吉川さん、出口さん、石川
さん、池本さんお誕生日おめでとうございます。
【月光仮面】

こうして無事に年次総会を迎えることができ、ホッとし

5人で飲んで割り勘をしたら、端数が出たのでスマイル

ているのが本音です。次年度はクラブを盛り上げるため

します。

に全員の力を集結していければと思います。

【石川弘子会員】
お誕生日祝いありがとうございます。我が家は主人、私、

【笹生会長】
では、ここで次年度理事役員会のため、次年度役員理事
は別室へ移ってください。

娘、愛犬全員が12月と1月の誕生日なので、毎年お祝い
続きで太り気味です。年齢に相応しい人間になれるよう
努力いたします。

（次年度理事役員別室にて討議）

【出口義勝会員】
12月23日の例会に出席できませんので、繰り上げの誕

【藤川会員】
では、その間にクリスマス例
会について説明します。当日

生祝いになりました。ありがとうございます。
【小島正伸会員】
選考委員の藤川さんご苦労様でした。また、山崎さんい

の簡単なスケジュールと役割

つも写真ありがとうございます。

分担について、確認ください。

【黒木則光会員】

11：30集合になりますので、

今週になって急に寒くなりました。インフルエンザも流

飾りつけ等のお手伝いをお願
いします。12：00に開会・

行してきました。皆様お身体ご自愛ください。
【飯田久夫会員・佐々木尚壽会員】
通年ならば、12月第一例会日が年次総会ですが、川添会

点鐘で、12：30から食事となります。その後、マジシ

員の死去に伴い、当日は追悼例会、本日は年次総会、い

ャンの己碧さんがマジックを披露します。RA,IAも何か

ずれも立派に例会が持ててなによりでした。

しら用意をしているみたいですので、ビンゴともどもお

【藤川孝幸会員・佐々木尚壽会員・飯田久夫会員】

楽しみください。当日参加者は58名となっております。
皆さんで是非楽しくやりたいと思います。

石川さん、池本さん、出口さん、誕生日おめでとうござ
います。健康により留意され、ロータリーをお楽しみく
ださい。石川さん、ご主人の誕生日おめでとうございま

【笹生会長】

す。

では、終わりましたので発表させていただきます。

■本日もスマイルにご協力有難うございます。

―例会スケジュールー
日時

点鐘 12：30
内

12 月 19 日

休会

12 月 23 日

クリスマス家族親睦例会

12 月 26 日

休会

1月2日

休会

容

会場

《出

レンブラントホテル厚木
担

席

率》

会員数

当

欠席者数

28 名

9名

クラブ管理運営委員会
出

席

率

前々回修正出席率

86.36 ％

1 月 10 日

4 クラブ合同賀詞交歓会

厚木 RC
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