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第 2391 回例会（10 月 13 日） ☆司会
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・ROTARIAN 誌（英語版）

幹事報告
◎例会変更
＊寒川ＲＣ
・例会終了後

事業所訪問

日時：１０月２６日（月）
場所：東京応化工業
・休会
日時：１１月２日（月）
＊平塚南ＲＣ
・夜間例会
日時：１０月３０日（金）
◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 大和田園ＲＣ

高橋 晃様（海老名 RC 第 6 グループガバナー補佐）
田邊 勉様（東京新橋 RC）
田口幸一様（厚木県央 RC）

会長報告

3. 相模原東ＲＣ
4. 秦野中ＲＣ

理事

役員会

◎第 4 回 理事・役員会
日時：10 月 13 日（火）13：30 ～

◎ガバナー事務所より
・RI 第 2780 地区ロータリアン検索ネットワーク
クラブ管理責任者の選任依頼書
会員別ＩＤ／パスワードカード
会員用操作説明書
管理者用操作説明書

会場：厚木商工会議所

408 号室

議題：1. 会長あいさつ 西嶌洋一会長
2. 10 月 11 月例会行事
◎ガバナー公式訪問
日時：10 月 27 日（火）
会場：厚木商工会議所

5F

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。」
＊会員夫人誕生日
三橋一皓君（登志子敏枝夫人）10 月 20 日
高橋

宏君（美穂夫人）10 月 20 日

三宅壯平君（まゆみ夫人）10 月 22 日

今日の卓話（10 月 20 日）
米山月間

＊結婚記念日
三宅壯平君 10 月 22 日
＊入会記念日
松本好正君平成 19 年 10 月 23 日

次回の卓話（10 月 27 日）
ガバナー公式訪問

担当：黄金井康巳君
講師：国際 RC 第 2780 地区米山奨学委員長
西口雅彦様（藤沢北西 RC）

担当：西嶌洋一会長

例会終了後にガバナーと懇談会あり
◎認証状伝達記念例会

かい亭にて楽しく過ごすことができました。米山職
業奉仕委員長、西迫哲親睦委員長には大変お世話に

遠藤義夫会員 傘寿・櫻井靖次会員 喜寿 お祝

なりました。それと、アサヒビールの門田さん、で

いの会

きたてのスーパードライをありがとうございまし

日時：11 月 17 日（火）18 時 00 分より

た。お蔭様で予算内で済みました。

会場：厚木ロワジールホテル
◎地区大会

西嶌洋一会長

前田賢一幹事

10 月 10、11 日の大磯プリンスホテルでの地区大会
には、休日にもかかわらず多数の会員にご出席頂き
ましてありがとうございました。
遠藤義夫君
10 月 6 日、職業奉仕月間の職場見学に、副委員長
ながら欠席しまして申し訳ありませんでした。
壽永純昭君
先週は妻の誕生祝い、今週は小生の誕生祝いを有難
うご座います。先週の“うかい亭”と日産、大変有
意義で楽しい例会をありがとうございます。ロワ

10 月 10・11 日

大磯プリンスホテル

特別スマイル

ジールの中津川のステーキも大変美味ですよ。髙橋
ガバナー補佐の来厚を歓迎致します。
山口巖雄君

髙橋 晃様（海老名 RC）
本日はガバナー公式訪問前のクラブ協議会に伺いま

研修会に多くの方の出席ありがとうございました。
委員会の皆様、ご苦労様でした。すばらしい研修会

した。どうぞよろしくお願いします。

が出来まして感謝します。

西嶌洋一会長

福住桂司君

前田賢一幹事

髙橋晃ガバナー補佐にはご多忙の中でご来訪いただ
きありがとうございます。27 日のガバナー公式訪
問に向けてのご指導よろしくお願い致します。
田口幸一様（厚木県央 RC）
いつもお世話になります。久しぶりに例会に出席さ
せていただきます。よろしくお願いいたします。
本多正彦君
髙橋晃ガバナー補佐殿、本日のクラブ協議会、よろ
しくご指導下さい。歓迎いたします。
吉岡敏君
髙橋ガバナー補佐、本日はご苦労様です。よろしく
お願いします。
山本淳一君
髙橋ガバナー補佐、今日はようこそおこし下さいました。
西嶌洋一会長・柳田純昭副会長・前田賢一幹事・
会田義明副幹事
先週の職業奉仕・親睦委員会合同例会では、多くの
会員の皆様にご出席頂きましてありがとうございま
した。厚木の地にある日産自動車の 2 つの研究所を
見学させて頂き、電気自動車、風洞実験、衝突実験
を駆け足で見学させて頂きました。特に来年発売予
定の電気自動車の試乗では、ガソリン車以上の乗り
心地に驚かされました。また、懇親会では、横浜う

当クラブの奨学生、宣くんが、日本の三大経営学会
の一つ日本経営教育学会の査読論文のコンペに合格
しました。この論文審査は、現役の大学教授でも簡
単には合格できないハイレベルのものです。改めて
宣くんの優秀さが証明されたわけです。
小林透君
田口幸一さんようこそ。
先日に西迫さん福住さんと同行のグループで長崎へ
行ってきました。史跡料亭「花月」でしっぽく料理
を食べました。「花月」の女将は長崎出島ＲＣの会
員だと言う事で手厚い見送りをしてもらい、ホロ酔
い気分上々の長崎の夜でした。
米山尚登君
先週の職業奉仕月間行事にご協力いただきありがと
うございます。西迫哲親睦委員長さんには全てやっ
ていただき、大変楽をさせていただきました。本当
にありがとうございました。
黒柳智太郎君
職業奉仕親睦合同例会、御関係者各位様、誠に有難
うございました。ご苦労様でした。また、アサヒビー
ル様よりの御差入ありがとうございました。
門田さん、色々な意味で有難うございました。

常盤重雄君

高倉茂君

先日は職業奉仕親睦合同例会、うかい亭からの参加に

本日はスマイル担当ですが、1:00PM 迄に戻らねば

なり申し訳ありませんでした。米山さん、西迫さん、

ならないので早退します。すみません。

前田幹事、
大変お世話になりました。おいしかったです。

今日のお花

西迫哲君
親睦例会には沢山のご参加をいただきありがとう御
座いました。又、門田さん多額のご協賛をいただき

ススキ

ホトトギス

卓話（10 月 13 日）
「クラブ運営委員会」

ました事、重ねて御礼申し上げます。
黄金井康巳君
今年の清酒の仕込みも始まり、醪（もろみ）も発酵

キンモクセイ

薄・杜鵑草（櫻井靖次君）
、金木犀（壽永純昭君）

担当：西嶌洋一会長
クラブ運営委員会

副委員長

吉岡敏君

し始めました。今年の梅酒も出来上がり、今日から

本日は、山口総括委員長が所要にて欠席されてお

ビン詰を開始いたします。県央ＲＣ田口さん、東京

りますので、副委員長の吉岡が代わって報告させて

新橋ＲＣ田辺さんようこそおこし下さいました。ご

いただきます。

ゆっくりお過ごし下さい。尚、所用のため、早退さ

担当部門は事業計画書の 13 ページから 16 ページ

せていただきます。

に記載されている通り、会場監督、クラブ財政、ス

会田義明君

マイル・出席、親睦活動、プログラムの 5 委員会で

本日は母の誕生日のお祝いありがとうございました。
当日賞で、先程お花が届きました。
清水勝雄君

ございます。
すでに今年度も 3 ヶ月を経過しましたが、これま
でのところ、各担当委員会のご努力により、ほぼ計

先週の職業奉仕親睦例会は大変有意義な内容でした

画書記載の予定に沿ってスムーズに事業が進められ

のでスマイルします。

ております。

門田高明君

ただ、スマイルの達成率が予定より多少下回って

先週は、日産テクニカルセンターの見学、そして、

いるので、皆様のご協力をお願いしたいという、山

先取の電気自動車の運転もさせていただきありがと

口委員長の伝言をお伝えさして頂き報告とさせてい

うございました。すばらしい体験できました。

ただきます。

難波有三君

クラブ広報委員会

10 日朝のうち雨が降ってきて、少しドキドキしまし
たが昼前から晴天になり、お天気にも恵まれ無事両
園の運動会を終えることができました。また、運動
会が予定通り開催できましたので、翌日の地区大会
は参加でき、お陰様で充実した連休となりました。
黒柳智太郎君
父の誕生日をお祝い頂きましてありがとうございま
す。本日マレーシア出張中で申し訳ありません。うっ
かり忘れて怒られてしまうところでした。ありがと
うございます。
川上肇君
本日は誕生日のお祝いありがとうございます。週報
を見て自分の誕生日を思い出すなんて…。
黄金井一太君
都合により早退させていただきます。
細川典久君
先日の職業奉仕、お疲れ様でした。本日、所用によ
り早退させて頂きます。
福住桂司君
申し訳ありませんが、所用で早退させて頂きます。

委員長

小林 透君

・皆様方々のご協力により、週報を欠かさずに発行
させていただいております。（ミスプリ等はおゆ
るし下さい）
・IT においても、ホームページ開設以来、約 6,500
件のアクセスがあり、本年度 7 月からも約 1,000
件のアクセスがあります。
・5 月の地区協議会の勉強会においては、ロータリー
の広報活動はより広く大きく、会員外の方々にも
ロータリー活動を知ってもらうとの未来像もあり
ますが、現在のところでは会員相互においての報
告となっております。
会員増強委員会

委員長

寿永純昭君

来る！ 50 周年を 50 名で迎えましょう
ask,ask,ask
会員増強は会員一人ひとりの使命
誰かがやってくれるだろうではなく
私がやってやろうと考えて下さい。
奉仕プロジェクト委員会

副委員長

三宅壯平君

奉仕プロジェクトでは、直近で先週になりますが、親
睦委員会との合同で職業奉仕委員企画を開催しました。

日産自動車の世界戦略上重要な位置付けがなされ

この大変に厳しい経済状況の下、特定個人の会員

ている研究機関、①先端技術研究所と②テクニカル

さんに過度のご負担をお願いすることは大変に難し

センターを見学させて頂きました。

く、年度前より西嶌会長さんともご相談をいたし、

前者では、来秋発売予定の電気自動車、リーフに

今年度は半期の会費納入時に合わせ、皆様に応分に

試乗。参加者全員が実際にハンドルを握らせて頂き、

最低限のご負担をお願いいたした次第です。具体的

スカイライン GT-R を凌駕すると言われるトルク感

には、上期会費と共に米山奨学に 10,000 円を、ま

を実感させていただきました。

た、下期会費と共にロータリー財団に 10,000 円の

後者では、日本一大きな風洞実験室の中に入れて

ご寄付をいただくこととなります。これによりまし

頂き、日産自動車の本当の意味での V 回復はこれか

て、地区目標に対し、ロータリー財団で地区目標の

らが本番だと十分実感できるものでした。

約 6 割弱、米山奨学で地区目標の 7 割程が達成され

我が国では、テクノロジーの進展と価格の低減が
非常に早いスピードでやってくるので、消費者とし

ることになります。
ロータリー本来の、“任意の意志に基づく寄付”

ては楽しみですが、ひとたび生産者側にまわれば、

との道理からすれば、ご批評を頂戴することに触れ

それは息つくひまがない。

るかとも思いますが、個人々の経済的負担を考慮し

職業奉仕の難しさを実感できた半日でした。

た上での今年度方針でございますので、皆様の深い
ご理解をいただきますようお願い致します。

ロータリー財団委員会
総括委員長

三橋一皓君

副委員長

黄金井康巳君

ロータリー財団委員会ですが、三橋総括委員長さ

また、それぞれの月間には、米山奨学ならびにロー
タリー財団の内容や現状をよく理解していただき、

んが休会で御欠席ですので、代わりにご報告いたし

更に自発的な特別寄付へと結び付けてゆきたいと考

ます。

えておりますので、皆様の重ねてのご協力をよろし

当委員会は、ロータリー財団と米山奨学の 2 部門

くお願い致します。

ですが、いづれも会員皆様のご寄付を仰がねばなら

次週 10 月 20 日の例会は、米山月間です。地区米

ない部門です。今年度の地区目標は、ロータリー財

山奨学委員長の西口先生にお越しいただき卓話をお

団は会員一人当たり 180 ドル以上、米山奨学は会員

願いしてございます。まずは、米山奨学を理解して

一人当たり 20,000 円以上です。

いただく月間にいたしたいと思います。

出席報告 ＜会員 45 名、出席対象 41 名＞
9 月 29 日例会

確定出席率 100％

＜事後メークアップ＞

10 月 13 日例会

出席 39 名

欠席 6 名

＜事前メークアップ＞

井口直輔君（10 月 11 日地区大会）

大槻繁夫君（10 月 11 日地区大会）

黒柳告芳君（10 月 11 日地区大会）

高橋

高橋茂君（10 月 11 日地区大会）

金沢文明君（10 月 11 日地区大会）

松本好正君（10 月 11 日地区大会）

山口巖雄君（10 月 11 日地区大会）

西迫一郎君（10 月 11 日地区大会）

宏君（10 月 11 日地区大会）

＜今回欠席＞
黒柳告芳君・西迫一郎君

出席率 95.12％

