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第 2379 回 例 会（7 月 7 日 ） ☆ 司 会
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常 磐 重 雄 SAA

◎ RI 日本事務局より
・ ２００９年７月国際ロータリー半期報告書

…君が代・厚木 RC の歌

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ 2009 年度上期普通寄付金のお願い

ゲスト紹介

・ 米山学友の活躍を知る

ＤＶＤのご紹介

◎厚木市教育委員会より
・ 第 21 回心と街のクリーン作戦の参加について
（依頼）
日時：９月１２日（土） １３時～
場所：厚木公園（ハトポッポ公園）本部
参加依頼人数：2 人
厚木中 RC

川添勝憲 会長

加藤元英 幹事

◎神奈川県立厚木商業高等学校ソフトボール部後援
会より
・ 2009 年全日本高等学校選手権大会壮行会のご案内
日時：７月２０日（月） １７時～
場所：厚木商業高等学校

格技場

会費：３，０００円

幹事報告
◎例会変更
厚木県央 RC

土屋義行 会長

石井麗子 幹事

＊大和田園ＲＣ
・夜間特別懇親例会
日時：７月２４日（金） １８時

点鐘

場所：箱根「金型山荘」
・取り止め

７月３１日（金）

＊伊勢原中央ＲＣ
宣

京哲 氏（奨学生）

会長報告
◎ガバナー事務所より
・ 各ロータリークラブ会員数のお問い合わせ
・ 麻薬撲滅キャンペーン啓蒙資材手配について

・休日休会

７月２０日（月）

・ガバナー公式訪問

７月２７日（月）

＊相模原東ＲＣ
・夜間移動例会
日時：７月１３日（月） １８時
場所：「ともえ」

今日のお祝い 「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」
＊会員誕生日

＊入会記念日

黒柳智太郎君（7 月 14 日）

壽永純昭君（7 月 14 日）

今日の卓話（7 月 14 日）

次回の卓話（7 月 21 日）

「クラブ協議会」

「フレッツ光で地デジ対策」

担当

西嶌

洋一会長

担当

清水

勝雄君

点鐘

◎週報

○西嶌洋一会長

1. 厚木中ＲＣ

7 月 2 日の 3 クラブゴルフコンペで 3 位入賞とニア

2. 相模原東ＲＣ

ピンを取りましたのでスマイルします。尚、7 月 22

理事役員会報告

日は当クラブのゴルフコンペです。暑さに負けず頑
張りましょう。

日時：7 月 7 日 ( 火 )13：30 ～
会場：厚木商工会議所

○小林

408 号

厚木中ＲＣ・厚木県央ＲＣ会長・幹事ようこそ !!。

議題：
1. 会長あいさつ

透君

クラブ広報委員長として一年間宜しくお願い致しま

西嶌洋一 会長

す。西嶌会長、柳田副会長、一年間頑張ってください。

2. 例会行事

応援します。

7 月度例会

○黒柳告芳君

8 月度例会
①ガバナー補佐訪問
②納涼親睦例会

今年一年、会長、幹事様宜しくお願いします。

7/21

8/25

西迫

哲 親睦委員長

3. 創立 50 周年記念事業について
4. 出席免除申請について

山本淳一会員より

○山本淳一君
今年度宜しくお願い致します。厚木中、厚木県央両ク
ラブの会長幹事さん、ようこそお越し下さいました。

5. その他

○常盤重雄君

特別スマイル

会員誕生のお祝い有難う御座います。また、一年間

○厚木中 RC

務めさせて頂きますので宜しくお願いします。

の副ＳＡＡ、不手際もあるかと思いますが一生懸命

川添勝憲会長・加藤元英幹事

本日は、親クラブにご挨拶に参りました。西嶌会長・前
田幹事また厚木クラブの皆さん、宜しくお願いします。
○厚木県央 RC

土屋義行会長・石井麗子幹事

本日は新年度のご挨拶にお伺い致しました。一年間
ご指導宜しくお願い申し上げます。また、第 6 グルー
プのＩМのホストクラブになっておりますので、ご
協力宜しくお願申し上げます。
○西嶌洋一会長・前田賢一幹事
柳田純昭副会長・会田義明副幹事
2009 ～ 10 年度がスタートしました。楽しい例会運
営を心掛けて参りますので一年間会員の皆様のご指
導とご協力を宜しくお願い致します。

○山口巖雄君
出席スマイル担当です。目標が昨年より大きい額で
すので宜しくお願い致します。
○西迫

哲君

西嶌会長、一年間宜しくお願い致します。入会して
3 年目になります。西嶌会長のご紹介にて入会させ
て頂きましたので、さしずめ西嶌チルドレンといっ
たところでしょうか。まだまだ未熟者ですがご指導
の程、宜しくお願い致します。
○高橋

宏君

西嶌会長、柳田副会長、前田幹事、会田副幹事「楽
しい例会」「ためになる例会」楽しみにしています。

○西嶌洋一会長・前田賢一幹事

一年間宜しくお願い致します。難波直前会長、一年

厚木中クラブの川添会長・加藤幹事、厚木県央クラ

間お疲れ様でした。厚木中クラブ、県央クラブの会

ブの土屋会長・石井幹事、本日はようこそいらっしゃ

長幹事様、オツトメご苦労様です。

いました。心より歓迎いたします。一年間お互いに

○吉岡

頑張りましょう。

敏君

西嶌会長、前田幹事、一年間ご苦労様です。ＳＡＡ

○難波有三直前会長

として常盤さんと共にスムースな例会進行に努めま

前年度、皆様には大変お世話になりました。お陰様

すので宜しくお願いします。

で今日からゆっくり食事ができそうです。西嶌会長、

○国方達央君

柳田副会長、前田幹事、会田副幹事、一年間頑張っ
てください。

新年度の厚木中 RC 、厚木県央 RC の会長、幹事の
皆様、本日はようこそご来訪いただきました。今年

○難波有三直前会長

一年間のご活躍をお祈り申し上げます。

中クラブ川添会長・加藤幹事そして県央クラブの土

○国方達央君

屋会長・石井幹事、新年度早々クラブ訪問大変ご苦
労様です。一年間健康に気を付けてご活躍下さい。

昨年度の難波会長、1 年間本当にご苦労様でした。
今年度の西嶌会長、柳田副会長、前田幹事、会田副
幹事、今期のご活躍をご期待申し上げます。

○本多正彦君

卓話（7 月 7 日）

前年度の難波会長、青山幹事さん、楽しい例会有難
うございました。今日よりスタートの新年度西嶌会
長のリーダーシップと前田幹事の優れたパイロット
で充実したクラブ運営を期待してます。創立 50th
へ向けてのクラブの総合力発揮の年です。
○細川典久君
新年度早々申し訳ありません。所要により早退させ
て頂きます。

「新年度活動方針」

○米山尚登君
妻の誕生祝いありがとうございました。とても喜ん
でおりました。
○壽永純昭君
西嶌丸の出航を祝ってスマイルします。
本日ドンピタの七夕です。笹かざりを持参しました
ので、皆様短冊に願いを記入してください。
○前田賢一君
3 クラブゴルフコンペではからずも 2 位に入りまし
た。雨にも降られず心地よい天候で楽しかったです。
○髙倉

茂君

ワイフの誕生祝い有難うございました。大変喜んで
おりました。あなたからは何も無いの ? と言われま
した。
○黒柳智太郎君
難波会長ご苦労様でした！西嶌会長 1 年間よろしく
お願い致します。

担当

西嶌洋一会長

2009 ～ 2010 年度は、柳田副会長、前田幹事、会
田副幹事の 4 人でメインテーブルに座らせていただ
くことになりました。
私は、平成 7 年 8 月に故西迫政夫先生のご紹介で
入会させていただきました。その時の会長は、大和
屋の伊藤栄一さん、幹事は米山隆応さんでした。
以来、早いもので私の入会暦も 14 年となり、図
らずもこの歴史と伝統のある当クラブの会長という
大役を仰せつかることになり責任の重さに緊張して
おりますが、楽しみ乍ら一年間、一生懸命努めさせ
て頂きますので、会員の皆様のご協力とご指導の程
宜しくお願い申し上げます。
国際ロータリー会長

ジョン・ケニー氏のテーマは

「THE FUTURE OF ROTARY ロータリーの未来は
IS IN YOUR HANDS」

あなたの手の中に

○三宅壯平君
入会記念日が当日であります。これからもがんばり

と決められ、ロータリーの将来は一人ひとりの

ます。

ロータリアンと個々のクラブが鍵を握っていること

今日のお花

を示唆しました。

笹飾り（壽永純昭君）

そして
「会員増強」
「命にかかわる問題」－水、保健、飢餓、識字率の
奉仕活動には前会長に続き焦点を当てています。
「職業奉仕では現在の経済危機に対して役に立つ企
業の実例を見たい」
「ポリオの撲滅」等を掲げておられます。

バッチの贈呈

又、今年度当、地区のガバナーは秦野中 RC の奥
津光弘氏であり、ガバナーの方針は
会員増強拡大（純増一名）（会員の 10％の拡大）
奉仕プロジェクトの期待、C.L.P の推進、R 財団
への協力、指導者の育成等を目標に掲げれられてお
ります。

難波パスト会長へパスト会長バッチの贈呈
「難波パスト会長、一年間おつかれ様でした。」

当クラブの方針は、来るべき 50 周年に向けて、
今年よりも来年、来年よりも再来年と少しでも発展

できるよう努めて参ります。
「楽しい例会」「ためになる例会」
「会員の増強」
「社会奉仕、職業奉仕の実践活動のできるクラブ」
を目指して
年度計画書の中には、総括委員長、各委員長、委
員さんの想いが書かれておりますのでお目通しをお
願い致します。
又、C.L.P 制導入 2 年目となり C.L.P を実験とし
てとらえておりますが、C.L.P が定着し円滑に機能
するよう総括委員長さんに期待しております。

左から柳田副会長・西嶌会長・前田幹事・会田副幹事

退会報告
＊青山泰秀氏が 6 月 30 日の例会をもって退会され
ました。

氏名

青山泰秀（あおやま

勤務先

たいしゅう）

（資）青山鋼材店

入会年月日

平成 11 年 3 月 2 日入会

在籍期間

10 年
2008 － 2009 年度幹事

出席報告

＜会員 44 名、出席対象 31 名＞

6 月 23 日例会

確定出席率 81.25％

＜事後メーキャップ＞
難波雄三君（厚木県央 RC）

7 月 7 日例会

出席 44 名

欠席 39 名

＜今回欠席＞
下山秀弥君・清水勝雄君・門田高明君

出席率 95.12％

