
会 長
副 会 長
幹 事
副 幹 事
会報委員長

西嶌　洋一
柳田　純昭
前田　賢一
会田　義明
小林　　透

厚木ロータリークラブ週報
Atsugi Rotary Club WeeklyJAPAN   第2780地区

ロータリーの未来はあなたの手の中に
2009 ～ 2010　国際ロータリー会長　ジョン・ケニー
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例会場	 厚木商工会議所5F　大会議室
例会日	 毎週火曜日　12：30～
事務所	 厚木市栄町1丁目16番15号　厚木商工会議所内

第 2380 回例会（7 月 14 日）　☆司会　常磐重雄 SAA

点鐘　…西嶌洋一 会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

石塚　愛さん　2009 ～ 10 年度青少年交換留学生

ビジター紹介

　厚木県央 RC　井　寛明氏

会長報告

◎後藤定毅ガバナーエレクトより
・ 2010 ～ 11 年度地区副幹事選出について（お礼）
◎厚木市セーフコミュニティ推進協議会より
・ 平成 21 年度第１回厚木市セーフコミュニティ推

進協議会の開催について（通知）
日時：8 月 6 日（木）　14 時～ 15 時 30 分まで
場所：ヤングコミュニティーセンター６Ｆ

◎厚木市より
・ 平成２１年度厚木市戦没者追悼式の開催について

（ご案内）
日時：8 月 20 日（木）　10 時 30 分～正午
場所：厚木市文化会館大ホール

幹事報告　

◎例会変更　
＊大和ＲＣ

・休日休会　　　　　７月２０日（月）
＊寒川ＲＣ

・休日休会　　　　　７月２０日（月）
◎週報　

1. 厚木中ＲＣ
2. 厚木県央ＲＣ
3. 相模原大野ＲＣ　
4. 川崎ＲＣ
5. 座間ＲＣ
6. 座間中央ＲＣ

理事役員会報告

日時：7 月 7 日 ( 火 )13：30 ～
会場：厚木商工会議所　408 号
議題：
1. 会長あいさつ　西嶌洋一 会長
2. 例会行事
　7 月度例会
　8 月度例会
　　①ガバナー補佐訪問　7/21
　　②納涼親睦例会　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
5. その他

＊ご婦人誕生日
山口　巖雄君（八重子婦人）7 月 24 日 大槻　繁夫君（綾子婦人）（7 月 26 日）

今日の卓話（7月21日）

「フレッツ光で地デジ対策」
　担当：清水　勝雄君

次回の卓話（7月28日）

「識字率向上月間」
担当： 三宅　壯平君
講師： 原郁夫様
 国際ロータリー第 2780 地区新世代育成副委

員長　支援グループ地区コーディネーター

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。」



委員会報告

ロータリー情報委員会 　ロータリー友の会配布
ゴルフ同好会　　　　　  7 月 22 日（水）コンペ

特別スマイル

厚木県央ロータリークラブ　井　寛明氏
昨年度、県央 RC の幹事を務めさせて頂いた際は、難
波直前会長を始め厚木 RC の皆様には大変お世話にな
りました。有難うございました。本日は本年度初めて
のメイクに伺いました。宜しくお願い致します。

西嶌洋一会長
先週の第一例会は七夕の日よりの出発となりまし
た。大きな笹飾りに感動しました。壽永さん有難う
御座いました。

西嶌洋一会長・前田賢一幹事
井さん、ようこそ。本年はお世話になります。ゆっ
くりしていって下さい。
石塚 愛さん、ようこそ。いよいよ出発になります。
体調万全にしておいて下さい。

櫻井清次君
壽永様、先週の例会に七夕飾りをお持ちいただき有
難う御座いました。写真を撮りまして携帯電話の待
ち受け画面にしてあります。当分楽しめます。

清水勝雄君
先週は例会に欠席し申し訳ありません。今年度はプ
ログラム委員長としてやらせて頂きますので宜しく
お願い致します。

高橋　宏君
本日、所用のため早退させて頂きます。

松本好正君
本日、所用により早退させて頂きます。

壽永純昭君
入会記念日当日です。有難うございます。

難波有三直前会長
石塚 愛さん、元気なお顔を見せてくれて有難う。渡
航に向けての準備は進んでいますか？　今日はゆっ
くりお過ごしください。
県央ロータリーの井さん。ようこそいらっしゃいま
した。また、1 年間、本当にお世話になりました。

会田義明君
井さん、ようこそおいで下さいました。ごゆっくり
お過ごしください。

今日のお花

カサブランカ（壽永純昭君）

卓話（7月14日）

「クラブ協議会」
担当　西嶌洋一会長

クラブ運営委員会
スマイル・出席委員会　山口巖雄君
委員会は会長の運営方
針に基づき、効果的な
クラブづくりに努め、
その責務を果たすべき、
DLP、CLP の提唱を旨
とし、当クラブの活動
の活性化を図り運動体の強化を図ってまいります。

会場監督　吉岡　敏君
楽しく、秩序正しい例
会が続けられるよう、
会場準備やゲスト・ビ
ジターの応対等に気を
配ります。
また、花のある例会に
ご協力をお願い致します。

クラブ財政　下山秀弥君（代理：高橋宏君）
クラブ会計は委員長下
山秀弥さん副委員長高
橋宏で担当させていた
だきます。
内容は例年と同じです
ので、御協力お願い致
します。
又、先日会費の請求書が送付されていると思います。
会費の振込みは今月中にお願いします。

親睦活動委員会　西迫　哲君
8 月 25 日の納涼親睦例
会を皮切りに最後の 6
月 29 日 一 年 を 顧 み て
まで年７回、委員の皆
様のご協力をいただき、
会員並びにご家族の皆
様にも楽しんでいただける企画運営を心掛けてまい
ります。

プログラム委員会　清水勝雄君
今年も年間プログラム
を作成いたしました。
プログラム委員会とし
ては円滑な例会運営の
ため出来る限りのご支
援をしてまいりますが、



皆様のスケジュール調整もよろしくお願い致します。

クラブ広報委員会
クラブ会報 IT 委員会　小林　透君
事業計画書　P.17、18

参照

毎週の週報作りに皆様

のご協力を一年間よろ

しくお願いいたします。

雑誌・広報・年史委員会　青木啓次君
特に皆様に御願いした
い 事 は 毎 月 の ロ ー タ
リーの友の購読をお願
いしたい。
ロータリー情報を知る
上 で 最 良 の 教 科 書 と
なってますので、重ねて御購読を御願い致します。

会員増強委員会　寿永純昭
50 周年を 50 名の会員
で迎えましょう！
ＡＳＫ、ＡＳＫ、ＡＳＫ！
会員増強は、会員一人
ひとりの使命です！

ロータリー情報委員会　寿永純昭君
機関誌「ロータリーの友」有効利用して尚一層の理
解を求め、ロータリーの会合に参加する事に意義を
覚えていただく。

会員増強、会員維持委員会　寿永純昭君
50 周年を 50 名（同床一夢）
全会員がこの委員会の委員です。

会員選考、職業分類委員会　本多正彦君
総括委員長の方針であ
る ｢50 周 年 を 50 名 で
迎えましょう！｣に沿っ
て活動致します。
活動内容は、事業計画
書に記載の通りです。
この一年会員選考に多忙となることを期待します。

奉仕プロジェクト委員会、新世代奉仕委員会　西迫一郎君
厚木ロータリークラブ
では、昨年より CLP が
実施されているため、4
つの委員会が一つの奉
仕プロジェクトとして
統括されています。そ

の統括委員長として留任ということになりました。昨
年、先輩諸氏と若手を繋ぎきれなかったことを反省し
ています。今年は、その点を鑑み、頑張りたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会　米山尚登君
「100 年に１度の危機」
と言われる昨今の経済
状況下、世界経済は政
治思想をも巻き込み、
急速に大きく変貌して
い ま す。 ま さ に 戦 後
資本主義の変革期といっても過言ではありません。
我々ロータリアンは、この状況に向かい合い、理解
しながらロータリー活動の基本精神である「職業を
通しての社会貢献」＝「職業奉仕」を実践していか
ねばなりません。
社会奉仕委員会　三宅壯平君（代理：前田賢一君）
社会奉仕は地域社会の
ニーズを把握し必要性
に基づき地域に密着し
た奉仕活動を実行し個
人個人生活、職業生活
を通して社会に奉仕す
ることを会員と共に実践していきます。
会員の皆様の積極的な参加御協力をよろしくお願い
します。

国際奉仕委員会　山本純一君
RI 会長ジョン・ケニー
氏は今年度の最優先課
題として、ポリオの撲
滅を掲げております。
アフガン、インド、ナ
イジェリア、パキスタ
ン度にはまだポリオの発祥があるようです。世界か
らポリオを撲滅すためにあと一歩のご協力を頂きた
い。当クラブでは後期回避におひとり 2,000 円を含
めて請求する予定をしております。
奉仕プロジェクト委員会によるプログラムにも積極
的に協力いたします。

ロータリー財団委員会　三橋一皓君
私共は、地区ロータリー
財 団 委 員 会 の ロ ー タ
リー財団部門及び米山
奨学委員会の両部門を
併せて持っております。
人道的・教育的文化交
流プログラムを通じて、ロータリーの綱領とその使



命を駆行するものであります。従いまして、前述の
二部門に於ける統括支援、併せて、財団寄付への理
解とご協力を希ふものであります。

米山奨学委員会　黄金井康巳君
米山奨学委員会の委員
長を務めさせて頂く黄
金井です。今年度は委
員に昨年の総括委員長
　前田さんのお力をお
借りしながら、私ども
親子で集金せよとのことですのでよろしくお願い致
します。

出席報告　＜会員44名、出席対象37名＞

6 月 30 日例会　　確定出席率 88.10％ 7月 14日例会　　出席 42名　欠席 5名　出席率 88.10％
＜事前メークアップ＞

黒柳告芳君

＜今回欠席＞

下山秀弥君・高倉茂君・門田高明君・金沢文明君・福住桂司

青少年交換留学生の石塚 愛さんを囲んで


