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＝

本日のプログラム ＝
クラブ協議会
━ 会長挨拶・報告 ━
笹生

2019年4月14日（日）12：30～
ホテルセンチュリー相模大野 8 階フェニックス
会費 10,000円
誠 会長

○厚木県央ロ-タリ-クラブ より

○ガバナ－事務所 より

・20周年記念誌

・会長エレクト研修セミナ－（PETS）開催のお知

○公益財団法人ロ－タリ－米山記念奨学会 より

らせ 2019年3月12日（火）10：00～

・ハイライトよねやま Ｖｏｌ，227

藤沢商工会館ミナパ－ク
・米山奨学生の世話クラブとカウンセラ－お引き受け
についてのお願い

○ロ－タリ－の友事務所 より
・2019－20 年度版 ロ－タリ－手帳お買い上げの
お願い

━

グェン・ホアン・ソンさん（男性：国籍ベトナム）

幹事報告

━
五十嵐直樹幹事

神奈川工科大学 修士１年（期間２年）
・2019－20年度実施の地区補助金プロジェクトの

○例会変更

より

・大和田園ＲＣ

申請について
・第 10 回ｲﾝﾀ･ﾛ-ﾀ-ｱｸﾄ委員会／第 10 回地区 IAC
アクタ－ズミ－ティング開催のご案内
○相模原カメリアロ－タリ－クラブ より
・チャ－タ－・ナイトのご案内

2月8日（金）→ 2月10日（日）ＩＭに振替
2月22日（金）→ 2月24日（日）
クリ－ンキャンペ－ンに振替
3月15日（金）→ 夜間懇親例会

＝ 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

点鐘18時30分

喜ばしく思います。皆様のご支援ご協力に心から感謝

3月29日（金）→ 取止め例会
（定款第８条第１節により）

━

一日でした。またIM賞が厚木中ＲＣに輝いた事も大変

お祝い行事

━
山口 光正 会員

申し上げます。
この度、２月末日をもって一身上の都合で23年7ケ
月お世話にまりました当クラブを退会致します。スポ

「事業所開設」

ンサ－に頂いた石川範義様、山口光正様に感謝すると

三平 治憲会員 ３月 21 日

共に会員の皆様に心からお礼申し上げます。ガバナ－

「会員誕生日」

補佐として任期途中の退会となり大変心苦しい決断

飯田 久夫会員 3 月 20 日

でありますがご理解賜りたいと存じます。厚木中ＲＣ

「配偶者誕生日」

の益々のご発展をお祈り申し上げます。

山口光正会員奥様英子様

3 月 22 日

飯田久夫会員奥様迪恵様

3 月 24 日

［飯田

久夫会員］

「結婚記念日」
小澤俊通会員 3 月 23 日

━

スマイル

━

［笹生誠会長 西厚夫副会長 五十嵐直樹幹事
山口昇会長エレクト 石川弘子副幹事］
中野ガバナ－補佐、今まで色々と勉強をさせていただ
いてありがとうございました。ご苦労様でした。私の
スポンサ－の正義さんが退会ということでさみしい
気持ちでいっぱいです。

おかげさまで今年も花束をいただくことができまし

ＩＭ賞を取った原稿は我々がやってきたあゆころ文

た、ありがとうございます。もう少しがんばります

庫とＲＡの立ち上げと実際やってきたことを書き受

よろしくお付き合い下さい。

賞できました。これは公平な審査だと思います。

［小澤俊通会員

山口光正会員 藤川孝幸会員］

私にインフルエンザの疑いがあり、出席できなかっ

飯田さん、お誕生日おめ

たため、石川さんに代わりにやっていただきました。

でとうございます。

受賞できありがとうございました。

いつまでもお元気でお

「第６グル－プガバナ－補佐 中野

正義 会員」

過ごし下さい。
［山口光正会員
田久夫会員
会員
小澤俊通会員

飯

山崎隆夫

佐々木尚壽会員

建部覚会員 藤川孝幸会員］

中野さん盛会のＩＭおめでとうございます。一年余り
のご苦労が実りましたね、お疲れさまでした。
［和田

吉二会員］

しばらく休会しておりましたので、スマイルします。
クラブから弔意をいただきありがとうございました。
2月10日のIMは私のロ－タリ－ライフの中で最高の

＝ 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

━

厚木もみじライオンズクラブより

━

○次年度地区研修協議会が 4 月 12 日（日）に
日本大学で開催されます、次年度理事・役員の
方は出席をお願いします。
○今月のガバナ－月信にあゆ祭りのポリオ撲滅募金
と、ＲＡ認証状伝達式の様子が載っています。
○後半は会員増強をして足元を固めていきたいと
思います。
半年を振り返って
建部

覚会員

40周年記念誌は昨年秋に佐野さんがギブアップとの
第 25 回骨髄バンク支援

事で私が引き継ぎましたが、頂いた資料に当日の写真

チャリティディナ－コンサ－ト

が1枚もない状況でした、山崎さん笹生会長に頼み写

2019 年 6 月 8 日

受付 17：00／開演 18：00

真を頂き、ようやくここまできました。遅くなり大変

会場：レンブラントホテル厚木

申し訳ありません。

━

クラブ協議会

━
笹生

誠 会長

会員皆様の言葉
中野 正義ガバナ－補佐大変お疲れ様でした。
昨日のＩＭは最高な構成だったと思います。色々な事
情があるとは思いますが、1 日も早くロ－タリアンと
して復活して下さい。お待ちしています。
会員が少しずつ少なくなりクラブ運営も大変になっ
ている状況です、今いるメンバ－は最高なので新しい
クラブ作りと、会員増強に力をいれて、皆でがんばっ
ていきましょう。

○2月10日のＩＭはホストクラブ厚木県央ＲＣで盛
会に終り我がクラブはＩＭ賞をいただきました。皆
様の努力の賜物です、ありがとうございました。
○40周年記念誌は建部会員の努力ではぼ完成しまし
た、近いうちに配布させていただきます。
―例会スケジュールー
日時

点鐘 12：30

内
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＝ 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
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