厚木ロータリークラブ週報
JAPAN 第 2780 地区

Atsugi Rotary Club Weekly

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

例会場
例会日
事務所

常磐重雄 副SAA
・夜間移動例会
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・地区協議会に変更
日時：4 月 22 日（木）→ 25 日（日）9 時点鐘
・ 休会

4 月 29 日（木）祭日休会

◎週報
1. 秦野 RC

浩氏（東京羽田 RC）

2. 秦野中 RC

会長報告

3. 大和田園 RC

◎ガバナー事務所より
・ ロータリー財団

4. 相模原 RC
地区奉仕賞について

・ ローターアクト第２１回関東ブロック研修会
ご登録のお願い
日時：６月５日（土）～６日（日）
場所：ベルサーチ飯田橋
（東京都千代田区飯田橋３－８－５）

幹事報告

5. 相模原グリーン RC

理事役員会
1. 卓話変更
① 4/20 櫻井靖次 ⇔ 4/27 次年度委員長例会・
柳田純昭副会長
② 5/11

50 周年記念事業委員会 ⇔ 國方達央

③ 5/25 飛鳥井豊 ⇔ 3/23 黒栁告芳
④ 6/22 松本好正（転勤）

◎例会変更

2. 社会奉仕委員会より

＊厚木県央 RC
・休会

＊座間中央 RC

3. 地区協議会

4 月 30 日（金）

4/25 日

4. １年を顧みて

＊綾瀬 RC

西迫一郎委員長

6/29 火

5. 転勤者後任について

・地区協議会に変更
日時：4 月 20 日（火）→ 25 日（日）9 時点鐘

（大和證券、NTT、横浜銀行、日本生命）
6. その他

＊座間 RC

【次回理事会予定】

・創立 40 周年記念例会
日時：4 月 14 日（水）→ 16 日（金）16 時点鐘

5 月 11 日 例会終了後 408 号室

場所：オークラフロンティアホテル海老名

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

＊結婚記念日

三宅壯平君 4 月 24 日

壽永純昭君

今日の例会（4 月 20 日）

4 月 23 日

次回の例会（4 月 27 日）

「山陽道の仏達」
担当：櫻井靖次君

「次年度委員会例会」
担当：次年度会長

委員会報告
三宅壯平会員
米山記念奨学生カウンセラー委嘱状

今日のお花
ぼたん（壽永純昭君）
ドウダンつつじ（櫻井靖次）
かいどう

海棠（会田義明君）

スマイル
長谷川洋平氏（地区広報副委員長 大和 RC）
地区広報のハセガワです。大変良い天気になりまし
た。本日は卓話におまねきいただきありがとうござ
います。どうぞヨロシクお願い申し上げます。
大川

浩氏（大和羽田 RC）

7 日のゴルフ会ではお世話になりました。飛鳥井会
員様、皆様有りがとうございました。
西嶌洋一会長、前田賢一幹事
先週の春の親睦例会では、多くの皆様にご出席頂き
まして、無事開催することができましてありがとう
ございました。お陰にて春のうららかな絶好の親睦
例会の天候に恵まれ、夕暮れ時のひと時を優雅に楽
しく過ごす事ができました。親睦委員長の西迫哲さ
ん大変にお疲れ様でした。
西迫

哲君

先週は春の親睦例会、多くの皆様にご参加いただき
ありがとう御座居ました。内容はともかく無事一年
間の担当を終える事ができましたのも皆様の御協力
のお陰様です。本当にありがとうございました。
飛鳥井豊君
去る 4 月 7 日のゴルフコンペには多数の方々の参加
をいただきありがとうございました。小林、常磐幹
事さんご苦労様でした。次回山口、吉岡両幹事さん
よろしくお願いいたします。
山口巖雄君
4 月 7 日桜の下で RC ゴルフコンペが開催され優勝
をさせていただきました。ハンデーとメンバーに恵
まれたおかげと思います。

小林

透君

4/7（水）に行われた厚木 RC ゴルフコンペに又々
親子で参加させてもらいました。息子は 3 位、オヤ
ジはまちがいがいなく B メーカーでした。楽しいゴ
ルフが出来ました。
櫻井靖次君
結婚記念日のお祝い有難うございます。4 月 10 日
で金婚式を迎えました。お陰げ様で二人共元気です
が今後何年二人で居られるかどうか。
髙橋

宏君

4/1 の事業所開設のお祝いのスマイル遅くなりすい
ませんでした。税理士法人ティ・アール・ワイ開設
無事 7 年を迎えました。皆様のおかげです。ありが
とうございます。又、先日のゴルフ同好会のコンペ
では 2 位とお友達のおかげでおこずかいをいただけ
ましてスマイル致します。
清水勝雄君
NTT 東日本の清水です。厚木 RC 在籍中は大変お
世話になりました。本日は後任の湯沢支店長を紹介
に参りました。私同様よろしくお願いします。
黄金井康巳君
この度、七沢地域で新たに栽培された“かぼす”を
使った“かぼす酒”を新発売いたしました。リキュー
ル第 3 弾です。4 年前に七沢地区の地域再生計画で
七沢の自然を猿が荒らしているため、猿が最も嫌う
“かぼす”を厚木市で植え、地域で栽培したものです。
山口会員には、大変お世話になりましたが、やっと
形のある、厚木の新特産品になりました。
黄金井一太君
所用のため早退いたします。
門田高明君
卓話以来出席できず大変申し訳ございませんでし
た。久しぶりに出席させて頂き皆様の元気な顔を拝
見しうれしく思っております。来週からは休まず出
席させていただきます。

卓話（4 月 13 日）
「ロータリー雑誌月間」

担当：広報雑誌委員会
講師：長谷川洋平氏
2780 地区広報委員会副委員長 大和 RC
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「ロータリアン検索ネットワーク」の発想
• 08-09広報委員会で「昔のロータリーの友誌に
Rotarianの温泉宿一覧などがあって仲間を大切に
する事が出来たが昨今全国ロータリークラブ会員名
簿すら出版されないから周りを知る術がない。活動
の一端として何かできないか？」という発想から、他
に先駆け、地区内の会員情報を 本人の意思で、地
区Webに管理公開し、相互の親睦・交流を深め、情
報の交換、維持・増強、事業所の広告宣伝などにも
役立つよう、09-10に掛けて慎重に整備したもので
す。

「ロータリアン検索ネットワーク」とは？
• 「ロータリアン検索ネットワーク」とは？
地区内の仲間で希望する人の情報を探
したい仲間に繋げることから始め、
その輪が少しずつでも広まるよう継続し
て活動する構想
・・・といえます。

製作状況

2008-9-10広報委員会 基本方針
• 低コストで実現

2009-10広報委員会 導入計画

– 低コストで実現するため、インターネットを活用しクラブ・
地区のインターネット管理者やロータリアン自身が管理
編集できるものを製作します。

•
•
•
•
•
•
•

• 導入の負担を軽減
– 導入の負担を軽減するため基礎データとして2004年地
区職業奉仕委員会編纂「職業分類冊子」とし、現時点の
情報と突号、各クラブへ確認・修正を依頼、適宜修正可
能とします。

• セキュリティーの確保
– 公開にあたりガバナー・地区・クラブなど６段階程度の権
限と５項目・５層の公開基準を設定しています。

07月～11月公開システム製作
08月
クラブ宛登録リスト作成・送付
09月～ 返信により順次登録（中止）
10月
クラブ管理担当者選任要請
11/06 IT講習会席上、地区内運用開始
～ 12月 一般向けの公開運用
通期
– ガバナー補佐を通じて、グループ内各クラブへの周知
と協力を推進する。委員会としては講習会の適宜開
催や卓話要請により必要な説明に出向き普及に努め
ます。

2009-10導入に向けて
・本年度計画を実現し成功させる要素として・・・
a. ガバナー・ガバナー補佐・地区役員をはじめ、
クラブ会長・幹事・管理担当者の理解と協力による本件
の推進
b. 地区内ロータリアンのご理解と協力により、
多くのロータリアンの参加
c. 地区委員会やクラブによる新たな活用方法の模索
d. クラブ・地区担当者の努力による善良で継続的な維持
管理
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・今後の展望として、他地区へのアプローチなど

RID 2780 広報委員会

新会員紹介

ふりがな
氏名
事業所住所
推薦者
事業所
所属委員会

そがめ

けんじ

十亀

健志

〒 243-0801
西嶌

（41 歳）
厚木市上依知１３０２−３

洋一

（株）淀商

職業分類

プラスチック再生

親睦活動委員会

出席報告 ＜会員 39 名、出席対象 33 名＞
3 月 23 日例会

確定出席率 94.12％

＜事後メイクアップ＞
難波有三君（3 月 26 日 厚木県央 RC）
松本好正君（3 月 26 日 厚木県央 RC）

4 月 13 日例会

出席 28 名

欠席 4 名

出席率 84.85％

＜欠席者＞
高倉

茂君・黒栁智太郎君・福住桂司君・西迫一郎君

＜事後メイクアップ＞
米山尚登君（4 月 7 日 厚木中 RC）
＜事後メイクアップ＞
難波有三君（4 月 13 日 地区）

