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本日のプログラム
PETS 報告

━ 会長挨拶・報告
〇ガバナー事務所より

＝

役員の詳しい紹介は次年度役員会にお任せします。
今後の日程は資料の通り隔週で進めていきたいと思

━

っています。6 月の年度末親睦例会だけは開催したい
とは思いますが、神奈川の現状を考えると無理かなと

・地区研修・協議会オンライン開催のお知らせ

も思います。今後も状況を見ながら進めてまいりたい

2021 年 4 月 18 日(日)午後 1 時～午後 4 時

と思います。変更等ありましたら、またご連絡致しま

・地区大会登録料返金

す。

━

・危機管理発動事案のご報告とクラブ及び全会員へ
のお願い

〇例会変更

・インターアクト 3 年生を送る会に関するお願い

・厚木 RC

3 月 27 日
（土）
13：00～16：00 ZOOM

幹事報告

━

4 月 6 日(火)→夜間親睦例会

点鐘

18：00 レンブラントホテル

〇公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より

・厚木県央 RC 4 月 3 日(土)→4 月 2 日(金)18：30

・ハイライトよねやま VOL.252

～オンライン例会に変更

〇厚木青年会議所より

━

・
「2021 年度理事長所信表明」配信について
〇厚木中ローターアクトクラブより

お祝い行事

━

会員誕生日 小島正伸会員

3/29

・活動案内 3 月 27 日(土)お花見例会
次年度の理事役員をご報告いたします。
総会 賛成 22、反対 0、
棄権 2、
満場一致です。
第 44 代会長 竹内祥晴会員
会長エレクト 山口光正会員
幹事 建部覚会員
会計 中村喜代美会員
SAA 小澤俊通会員
副 SAA 寒河江清会員・藤川孝幸会員
副会計 西厚夫会員
直前会長兼副幹事 五十嵐直樹会員
クラブ運営委員会 理事 三平治憲会員
奉仕プロジェクト委員会 理事 小島條太郎会員
会員増強委員会 理事 西厚夫会員
米山記念奨学委員会 理事

藤川孝幸会員

広報イメージ委員会 理事

笹生誠会員

創立 5 周年の日に、西さんと一緒に入会させてもらい
ました。あれから 38 年、ロータリーに入れてもらっ
て、一番出席率が悪くて最初のうちはやめたほうがい
いんじゃないかとも言われましたが、なんとか皆さん
のご指導でここまで来れました。今後もよろしくお願
いします。

＝ 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
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
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━

スマイル

━

ーム事業者団体の木造住宅塗装リフォーム協会に加
入し同業者との情報交換をし、お客様に喜んでいただ

五十嵐会長・笹生副会長・竹内幹事

小島正伸会員、三平会員奥様誕生日おめでとうござ

けるように日々勉強させてもらっています。取引先か

います。皆様コロナに気をつけて例会に参加して下さ

らのニーズもあって不用品回収などの細かいことも

い。

させていただいております。

小島正伸会員

小澤会員

本日は誕生祝いありがとうございます。早いもので
入会させてもらい約 40 年が過ぎました。今後もよろ

神山さんはたくさんの資格をお持ちにな

っています。遺品整理士、遺品査定士や宅地建物取引
士など、大変な勉強家であられるのかなと思います

しくお願いします。

━

佐々木尚壽会員

PETS 報告

━

先日は 84 歳の誕生日祝有難うございました。ロー
タリー入会が 42 歳なので丁度人生の半分です。今後
とも宜しくお願い致します。
飯田久男会員・藤川孝幸会員・佐々木尚壽会員
小島正伸さん誕生日おめでとうございます。神山会
員、職業紹介を楽しみにしています。
小島條太郎会員
私の三女光絵が医師国家試験に合格しました。
竹内会員

━

新会員入会

━

次年度 RI 会長 シェカール・メータ会長 インドカル
カッタマハナガル RC に所属。テーマは「奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするため」大きな夢を大きく実
現「夢は大きい方が、人々の心を動かし実現させよう
と思わせる。メータ会長は壮大な計画を立てることを
恐れません。チームの力を合わせれば何でも実現でき
ます。ポリオ撲滅、識字率を上げる等の夢があります。
ロータリーの会員基盤を 130 万人にすること。この
20 年間 120 万人にとどまってきました。一人一人

神山新会員

が新会員を一人ずつ連れてくれば実現できます。女性

1980 年に保土ヶ谷区で生まれました。生まれた時に

のエンパワーメントに焦点を置き、多様性・公平さ・

ジャイアンツの原監督がドラフト一位で入団したの

開放性を責務とすること。ロータリー奉仕デーの実施

をきっかけに名前が付けられました。横浜では 10 歳

をすることです。

までおり、その後厚木に移りました。厚木北高校を卒

地区のテーマ ポリオ撲滅と会員増強

業後すぐに父親の仕事を手伝うようになりました。父

・会員増強

は優しいですが仕事に関しては厳しいです。平成 21

2372 名、2019-2020 年は 2273 名でした。地区

年に塗装業を法人化し株式会社神山塗装となりまし

の退会はコロナの関係もあり昨年 6 月だけで 81 名。

た。今年で 13 年ほどになります。戸建てを中心に塗

かなり多くなっています。年 200 名いた新会員が

装をしていますが、材料的にも複雑になっているので、

170 名ほどになり減ってしまっています。女性会員

深い知識を得るために国土交通省登録の住宅リフォ

は昨年は少し減りましたがその前は増え続けていま

2018-2019 年 は 地 区 の 会 員 数 が

＝ 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
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
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した。女性会員を増やしていきたいとガバナーがおっ

奉仕事業・ロータリー会長賞への挑戦・ヒューストン

しゃっていました。

国際大会への参加です。

・地域社会の変化とニーズをとらえる 地域のビジョ

基本目標として、地区会員数を 2396 名以上、女性

ン・行動計画の理解と推進でクラブフュチャービジョ

会員比率を地区で 15％、ロータリー財団寄付年次基

ン会議の開催とのことで、3 年後のクラブを見据えて

金 1 会員 200 ドル、各クラブベネファクター1 名以

計画を立てるということです。

上ということで掲げております。

・変化に適応する組織への対応 クラブに変化と成長

五十嵐会長より

を、柔軟性のあるクラブ運営、クラブのデジカル化推

厚木中ロータリークラブは現在 25 名。はたから見る

進、全員がマイロータリーへ登録、例会・会合・研修

と小さいクラブに見えるかもしれませんが、温かく非

などのバーチャル技術の使用を支援・実行するとの事

常に良い会になってきたと思います。辞められる方は

で掲げています。

辞められるかもしれませんが、新しいメンバーも皆さ

・地域にインパクトをもたらす ポリオ根絶に向けて

ん 100％出席されている。ロータリーに来るのが楽

横断的な活動推進、会員増強維持拡大、地区会員数を

しいという環境整備をすることが大事ではないかと

2396 名以上にすることがガバナーの目標です。

思っています。コロナ下、大変厳しい状況ではござい

・多様な人々との出会いとつながり 若い人たちへの

ますが、皆様におきましてはお体をご自愛いただいて

接触的支援、将来のリーダーの発掘・育成ということ

次回集まっていただきたいと思います。7 日は新年度

で掲げています。

の理事役員会も行います。

・積極的に行動します ロータリーデー・1 クラブ 1

―例会スケジュールー
日時
3/31

内
休

点鐘 12：30
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

会
25 人

4/7

通常例会（時間短縮）

4/14

休

4/21

通常例会（時間短縮）

4/28

休

5人

クラブ管理
出

会

席

率

前々回修正出席率

クラブ管理
90.91％

会
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95.45％

