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点鐘　…西嶌洋一 会長

斉唱　…それでこそロータリー

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 「新会員の集い」参加御礼
・ 米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引

き受けについてのお願い
・ 会員増強・会員維持について

幹事報告

◎例会変更
＊大和田園ＲＣ

・ＩＭに変更
日時：３月１９日（金）→　２１日（日）

＊大和ＲＣ
・４８周年記念夜間例会

日時：３月８日（月）１８時３０分　点鐘
場所：北京飯店

・休会
日時：３月２２日（月）

＊綾瀬春日ＲＣ
・夜間例会

日時：３月　３日（水）１８時３０分　点鐘
日時：３月１７日（水）１８時３０分　点鐘

＊相模原東ＲＣ
・移動例会

日時：３月８日（月）１２時３０分　点鐘
場所：「ア・ドマ二ー」

・ＩＭに変更
日時：３月１５日（月）→　２０日（土）

＊座間ＲＣ
・ＩＭに変更

日時：３月１７日（水）→　２１日（日）
＊座間中央ＲＣ

・ＩＭに変更
日時：３月１８日（木）→　２１日（日）

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 平塚ＲＣ

委員会報告

◎「新会員のつどい」出席の報告

滝澤　勇会員

特別スマイル

飛鳥井豊君
①結婚記念日が次週の例会日に当たります。②孫息
子が 2 月末に結婚します。③孫娘が東京女子医大に
合格しました。次週にかわりニコニコします。

西嶌洋一会長
本日は誕生日のお祝いをいただきありがとうござい
ました。28 日で満 67 才となります。

第2408回例会（2月23日）☆司会　常磐重雄 副SAA

今日の卓話（3月２日）

「厚木 RC 創立記念例会」
担当：西嶌洋一会長

点鐘：6：00
場所：セルバジーナ

次回の卓話（3月9日）

「料理は心・愛」
担当：高倉　茂君

講師：ロワジールホテル厚木 総料理長　髙橋博明様

和食「中津川」料理長　工藤豊人様

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



会田義明副幹事
2 月 17 日にロワジールホテルの中津川に妻と食事
に行きました。理由は結婚記念日ということです。
女性には色々な記念日があるようで、その都度出費
がかさんでしまいます。当日偶然高倉さんにお会い
することができ、色々なおもてなしをしていただき
ありがとうございました。仙台牛もおいしく妻も大
変喜んでいました。私の記憶する限りでは、これで
しばらく記念日はないと思いますが……。

黒栁告芳君・黒栁智太郎君
結婚記念日（智太郎）と入会記念（私）のお祝いあ
りがとうございます。

高倉　茂君
結婚祝い有難とうございます。食事をするかプレゼ

ントを何か買うか考え中です。

本多正彦君
2 月 27 日（土）に圏央道（さがみ縦貫道路）の海
老名ジャンクション～海老名北インターチェンジが
開通します。平成元年の計画説明会より 22 年、よ
うやく一部開通です。中央道までの供用は 3 年先と
おくれてますが、一つの記念すべき日となります。

黄金井康巳君
所用のため、早退させていただきます。

福住桂司君
申し訳ありませんが、早退させて頂きます。

今日のお花

　侘
わびすけつばき

助椿（櫻井靖次）黄
き す い せ ん

水仙（壽永純昭君）

卓話（3月2日）

「クラブ協議会」
日時 2 月 23 日（火）12：30 ～

会場：厚木商工会議所　5F　大会議室

西嶌洋一会長

スマイル出席委員会
山口巖雄　委員長

出席率が80％台に留まる日が若干目立つようになった。

出席早退ルールの運用の厳格化もあり、引き続き出席

率を意識いただくようお願いします。

スマイルについては、本日（2/23）現在で、目標 80

万円に対し 55 万 9 千円。約 70％の達成状況です。

経過した期間は 09.7 ～ 10.2 月で 8 ヶ月ですので、2/5

が過ぎた時点で 70％の達成は順調に推移しています。

引き続き多くのスマイルをお寄せ下さいますようお

願いします。

会場監督委員会

吉岡　敏　SAA
1. 年度計画書に記載した 5 項目の目標はほぼ計画通

り進行していると考えて居ります。

2. 3 月から本年度最後の席替えとなります。実際に

席替えを担当してみると仲々難しいものだという

ことが判りました。

3. 先週前田幹事から注意喚起がありましたが、出席

連絡と遅刻・早退について、今一度自己確認をお

願いします。



クラブ財政委員会
下山秀弥　委員長

クラブ財政は順調に推移しております。

親睦委員会
西迫　哲　委員長

2009 年 8月 25日　納涼親睦例会

会員と家族を招いて大江戸博物館を見学した後に
屋形船による東京湾クルーズ。先ずは羽田空港沖に
て飛行機の離発着を通常見えない角度から見学、そ
の後会食をしながらお台場へ移動し話題の等身大ガ
ンダムも見ることが出来ました。

参加者　会員 27 名　家族 24 名

2009 年 10月 6日　職業奉仕・親睦合同例会

職業奉仕の米山委員長と協力をいただきながら日

産自動車研究所の風洞実験や衝突テストの見学・発

売前の電気自動車の運転体験の後、つきみ野にある

横浜うかい亭に移動し会食をしながら親睦をいたし

ました。

参加者　会員 28 名

2009 年 12月 5日　忘年親睦例会

会員と家族を招いて厚木ロワジールホテルにて美
味しいディナーをいただきながら立川真司さんの物
まねを見ながら親睦をいたしました。

参加者　会員 36 名　家族 27 名
2010 年 1月 8日　3クラブ合同賀詞交歓会

厚木 RC・厚木中 RC・厚木県央 RC の 3 クラブ
がロワジールホテルにて合同の賀詞交歓会を開催し
ました。厚木 RC がホストクラブとなり初めて昼間
の賀詞交歓会として開催をさせていただきました。

参加者　会員 32 名
2010 年 4月 6日　春の親睦例会

森の里にあるアマンダンヒルズにて開催を予定し
ています。

プログラム委員会
清水勝雄　委員長

皆様のご協力により、今年度のプログラムも順調
に推移しております。それぞれの職業に関連した興
味深いお話しや、外部講師による専門知識など本当
に有意義な時間となっています。プログラム委員会
としてはさらに円滑な例会運営のため、配布資料や
プロジェクター確認等のご支援をしてまいりますの
で、皆様のご協力もよろしくお願いいたします。

クラブ会報・IT 委員会
小林　透　委員長

事業計画書 P18 参照
会員皆様のご協力で週報は欠かさずに発行いたし

ております。又ミスプリ等ございますが皆様のご理
解を得ておゆるしいただいております。

ご意見ご指摘等ございましたらお聞かせ下さい。

雑誌・広報・年史委員会
青木啓次　委員長

毎月発行の“ロータリーの友”の購読をおすすめし
たい。特に“卓話の泉”“ロータリーアットワーク”アッ
トワークには各クラブの奉仕活動が良く判ります。年
史では 50 周年記念誌の発行にそなえております。

会員増強委員会
壽永純昭　委員長

※ロータリー情報
 「ロータリーの友」「ガバナー月信」等を利用し

て時節にあった情報を例会にて発表伝達をして
います。1/12 に会員 16 名の出席をいただき「炉
辺会談」を実施し新入会員3名の啓発につとめた。
これからも新情報をお知らせします。

※会員増強・維持
 経済の低迷により旅行業界二名の退会がありま

した。増強においても苦戦をしております。な
かなかプラスにはなりません。皆様の知人・友
人をお誘いください。「同床一夢」

会員選考・職業分類委員会
本多正彦　委員長

会員選考
 計画書記載の通り、推薦者の意向を尊重して、

粛々と進めています。
職業分類
 職業充填率は 80 分類に対して、期初で 46％で

あり 40 ～ 50 分類に縮小との思いはありますが、
歴史もあり、慎重に検討中です。

新世代奉仕委員会
西迫一郎　委員長

年度事業計画書にはもっともらしいことを記載し
ておりますが、結局私自身例会出席率が悪く何も出
来ていなかったことを反省しております。

来年？は頑張ります。西嶌会長期待に応えられず
申し訳ありませんでした。



出席報告　＜会員42名、出席対象36名＞

2 月 9日例会　　確定出席率 89.47％ 2月 23日例会　　出席 30名　欠席 6名　出席率 83.33％
＜事後メイクアップ＞

　松本好正君　（2月 17日　厚木中 RC）

＜今回欠席＞

門田高明君・山口巖雄君・髙橋　宏君・黒栁智太郎君・井口直輔君・

松本好正君

職業奉仕委員会
米山尚登　委員長

今年度の職業奉仕委員会は当初私が委員長、遠
藤義夫先生が副委員長でスタートしましたが、遠藤
先生がご逝去されたので現在は私一人です。昨年の
10 月に親睦委員会と協力し、日産テクニカルセン
ターと日産アドバンスドテクノロジーセンターを見
学しました。西迫哲親睦委員長のおはからいで通常
は見学できない風洞実験室やクラッシュテストを行
なう場所に入ることができました。また次世代の車
となる電気自動車を運転することもでき、大変貴重
な体験をいたしました。

見学後は大和市つきみ野にある「横浜うかい亭」
で豪華な一時をおくりました。

参加していただいた皆様、そして全てにわたり完
璧な段取りをしてくれた西迫哲親睦委員長、本当に
ありがとうございました。

社会奉仕委員会
三宅壯平　委員長

奉仕プロジェクト総括委員長の元で花火の後の美
化キャンペーン等に協力してとどこおりなく予定を
実行しております。

これからも皆様の協力よろしく御願いします。

国際奉仕委員会
山本淳一　委員長

RI 会長ジョン・ケニー氏の最優先課題として揚げ
ている「ポリオ撲滅」について、厚木ロータリーは
後期会費と合わせ集めさせていただく計画でしたが、
別枠でいただく事となりました。前田幹事さんには
お手数をおかけし、皆様のご協力の元、ほぼ目標額

（1 人 2000 円）に達してきましたので間もなく送
金できると思います。ありがとうございました。

ロータリー財団委員会
三橋一皓　委員長

当委員会の目標とする人道的教育的文化交流はこ
れ等を引き続いて推し進めることであり、プログラ
ムとして具体的に列挙すれば

１）教育的プログラム
２）人道的補助金プログラム
３）ポリオプラスプログラム
尚、これ等へのご理解とご協力をお願い申し上げ

る次第です。

米山奨学委員会
黄金井康巳　委員長

今年度は、この大変に厳しい経済状況でございま
すので、特定の個人に過度のご負担が加わらないよ
うに配慮し、会員皆様のご理解をいただきながら、
前期年会費の徴収時に、皆様に等分なご負担をお願
い致しました。

その結果、当クラブでは昨年の 12 月 31 日現在で、
普通寄付ならびに特別寄付を合わせ、会員一人当た
りの寄付額は 12,784 円です。

これから、後期分の普通寄付を加え、特別寄付に
若干の不足額を生じますが、幹事室執行部のご協力
も頂戴しながら、年度末には会員一人当たりの目標
額達成に至る予定です。

本来であれば、任意寄付ではございますが、今年
度は皆様のご理解とご協力によりまして、大変にス
ムーズな委員会運営になっております。

以上、中間報告です。


