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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 2393 回例会（10 月 27 日）　☆司会　常磐重雄 副SAA

点鐘　…西嶌洋一 会長

斉唱　…それでこそロータリー

ビジター紹介

奥津光弘様
（第 2780 地区ガバナー　秦野中 RC）

高橋 晃様
（第 6 グループガバナー補佐　海老名 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・識字率向上に関する実施プロジェクトのお問

い合わせ
◎ＲＩ日本事務局より

・ロータリーレート　1 ドル＝ 90 円
◎厚木市友好交流委員会より

・揚州市２５周年記念代表団歓迎会
日時：11 月 4 日（水）18 時 30 分
場所　：　ロワジールホテル厚木　2 Ｆ　　

◎厚木市セーフコミュニティ推進協会より
・平成２１年度安心・安全なまちづくり研修会

の開催について（ご案内）
日時：11 月 19 日 ( 木 )14 時～
場所：厚木市文化会館　小ホール

幹事報告　

◎例会変更　
＊海老名欅ＲＣ
・少年野球閉会式

日時：10 月 29 日（木）→ 11 月 1 日（日）
場所：海老名運動公園野球場

＊綾瀬ＲＣ
・休会　　11 月３日（火）　

◎週報　
1. 厚木中ＲＣ

＊会員誕生日
　門田高明君 11 月 10 日
＊会員夫人誕生日
　高橋　浩君（香夫人）　11 月 2 日
　西嶌洋一君（澄子夫人）11 月 14 日　

＊結婚記念日
　門田高明君　11 月 12 日

今日の卓話（11月10日）

「パンの話あれこれ」
担当：吉岡　敏会員

次回の卓話（11月17日）

認証状伝達記念例会（移動例会）
担当：西嶌洋一会長

当日は遠藤義夫会員（傘寿）と櫻井靖次会員（喜寿）
のお祝いの会も行ないます。

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。」



◎本日例会終了後に奥津ガバナーと懇談会を行います。
◎ 11 月 3 日は休会です。

特別スマイル

奥津光弘様（第 2780 地区ガバナー 秦野中 RC）
本日は公式訪問でお邪魔いたしました。本年の貴ク
ラブの御活躍と御発展を祈念いたします。ロータ
リーの未来はあなたの手の中にあります。

高橋晃様（第 6 グループガバナー補佐 海老名 RC）
本日はガバナー公式訪問に随行して参りました。宜
しくお願い申し上げます。

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
奥津ガバナー、高橋ガバナー補佐、本日はようこそ
お越し下さいました。卓話並びに懇談会ではご指導
の程、よろしくお願いします。

飛鳥井豊君
10 月 21 日の第 70 回ゴルフコンペには多数の出席あり
がとうございました。小林前田両幹事さんご苦労さまで
した。又次回会田小林さんよろしくお願いいたします。

青木啓次君
奥津ガバナー今日は卓話と御指導の程、御願い致し
ます。日本歯科大三年の先輩です。

山本淳一君
奥津ガバナー今日はご訪問、心より歓迎いたします。
ご指導よろしくおねがい申し上げます。高橋ガバ
ナー補佐、引きつづきありがとうございます。よろ
しくおねがい申し上げます。

国方達央君
10 月 21 日の厚木 RC ゴルフコンペにおいて、第 7
位を頂くことができました。70 回目ということで
西嶌会長に提供していただきましたバッグとベスグ
ロ賞を取ることができましたのでスマイルします。

吉岡　敏君
奥津ガバナー本日はご苦労様でございます。宜しく
ご指導をお願い申し上げます。21 日のゴルフコン
ペでグロス 91 ハンディ 17 で 5 位となり、賞品を頂
きましたのでスマイルします。

黄金井康巳君
急に冷え込んで、お燗が恋しい季節になりました。
この度、スローコードジャパン主催での第 1 回「お
燗酒コンテスト」にて金賞を受賞いたしました。早
いもので、今年の新酒も仕上がりは良好で来週より

“しぼりたて盛升”が発売となります。

三宅壯平君
奥津ガバナー今日はよろしく御願いいたします。又、
御体に注意して下さい。

壽永純昭君
少々早いのですが、先日 24 日 ( 土 ) に父の三回忌の
法要を勤めました。多くの方々に御焼香をいただき
ました。“お蔭げ様”と言う感謝の気持ちをらため
て認識しました。有難うございます。

清水忠直君　難波有三君
奥津ガバナー、高橋ガバナー補佐、本日は大変ご苦
労様です。ご指導よろしくお願い致します。

山口巖雄君
奥津ガバナーようこそお越し下さいました。宜しく
ご指導下さい。又、ゴルフコンペ欠席して申し訳け
有りませんでした。

米山尚登君
本日は親睦ゴルフコンペをドタキャンしてしまい申
しわけなく……ごめんなさい。ゴルフコンペでは妻
がお世話になりありがとうございました。とても喜
んでおりました。

福住桂司君
西嶌会長と米山さんの美人の奥様方に囲まれて楽し
いゴルフができた結果、パーが 18 ホール中 8 つも
取れましたので、嬉しいスマイルです。また、次回
も三人で回りたいと思います。

小林　透君
10 月 21 日の厚木 RC ゴルフコンペでは B.B 賞とな
り、また幹事をやらせていただきます。次回は平成
22 年 1 月 20 日 ( 水 ) 本厚木 CC です。ふるってご
参加下さい。今回は大川さんがゲスト初参加なので
週報記事の通りに準優勝になっており会田さんが優
勝となりました。西嶌会長夫人と西迫会長夫人とミ
スプリしております「ごめんなさい。」

会田義明君
先日、行われました厚木ロータリーゴルフコンペで
は、当日天候に恵まれ、また、ご一緒させていただ
いたメンバー、そしてハンデにも恵まれ優勝させて
いただきました。幹事様ご苦労様でした。

清水勝雄君
早目の誕生祝いありがとうございます。
もう 55 才になりますが RC メンバーの中では若手

（？）です。これからもよろしくお願いします。

川上　肇君
本日は事業所開設のお祝いを頂きありがとうござい
ました。10 月 30 日なのでハロウィンの格好で変装
して記念品を受け取れる余裕の欲しい昨今です。

今日のお花

茶・つわぶき（壽永純昭君）



卓話（10月27日）

「ガバナー公式訪問」
担当：西嶌洋一会長

講師：第 2780 地区ガバナー　奥津光弘ガバナー

出席報告　＜会員45名、出席対象39名＞

10 月 13 日例会　　確定出席率 95.12％ 10 月 27 日例会　　出席 33 名　欠席 6 名　出席率 84.62％
＜今回欠席＞

高橋　宏君・西迫一郎君・西迫　哲君・高倉　茂君・
黒柳告芳君・松本好正君


