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板部　貢氏（東京白金）

会長報告

◎ガバナー事務所より

・第 21 回ローターアクト地区協議会開催のご案内
日時：6月13日（日） 登録開始　12 時 30 分～
  開会点鐘　13 時 30 分～
  卒業懇親会　17 時 30 分～
場所：相模原市市民会館　4 Ｆ「あじさいの間」

◎厚木市セーフティコミュニティ推進協議会より
・「市民安心・安全フェスタ 2010 in あつぎ」につ

いて（ご案内）
日時：11 月 18 日（木）～ 20 日（土）
場所：ロワジールホテル厚木・厚木市文化会館ほか
内容：基調講演、実行委員会特別企画、分科会、

国際シンポジウムほか
◎ B － 1 グランプリ in ATSUGI 実行委員会より
・B － 1 グランプリ in ATSUGI について

日時：9 月 18 日（土）～ 19 日（日）10 時～ 16 時
場所：厚木野球場・厚木中央公園・イトーヨー

カ堂駐車場

幹事報告

◎週報
1. 厚木中ＲＣ

理事役員会

第 12 回理事・役員会について
日時：6 月 1 日（火）13：30 ～
場所：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. 例会行事　　　前田賢一幹事
6 月度例会
 1 日（火） 「クラブ協議会」 西嶌洋一会長
 8 日（火） 「会長卓話」 西嶌洋一会長
 15 日（火） 「会員卓話」 山口巖雄会員

第2420回例会（6月1日）☆司会　常磐重雄 副SAA

＊会員夫人誕生日
　常磐重雄君（麗奈夫人）　6 月 14 日

今日の例会（6月8日）

「ロータリークラブ強化のヒント」
担当：西嶌洋一会長

次回の例会（6月15日）

「議会が変われば街が変わる」
担当：山口巖雄君

講師：厚木市議会議長　石射正英氏

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。」

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



 22 日（火） 「会員卓話」 新会員
 29 日（火） 「一年を顧みて」 西嶌洋一会長
   元湯玉川館 18：30 点鐘
議題
1. 卓話変更 ① 6/8 西嶌洋一会長 

「ロータリークラブ強化のヒント」
 ② 6/22 卓話　新会員 

　十亀健志会員、高橋秀典会員 
　湯澤一孝会員、前迫静美会員

2. 一年を顧みて　6/29（火）18：30 
　　玉川館　会費無料

3. 職業分類について
4. その他

今日のお花

蕺
どくだみ

草・紫
あ じ さ い

陽花（壽永純昭君）

スマイル

西嶌洋一会長・前田賢一幹事
会員皆様の一年間のご協力に大変感謝しておりま
す。無事、会務を終われそうですのでお礼のスマイ
ルとさせていただきます。

西嶌洋一会長・前田賢一幹事

高倉さん新天地でのご活躍を祈っています。

難波有三君
高田さん土井さん今日はようこそいらっしゃいまし
た。ごゆっくりお過ごし下さい。

黄金井康巳君
今日は朝から社員全員で梅酒用の梅の実採りを一日か
けて行っています。今年は寒暖差が激しかったので、
少し小粒ですが、思ったよりたくさん実っていました。
今週～来週にかけて、梅酒の仕込みを行います。

飛鳥井豊君
先週の卓話のときに「ミソ」をつけてしまいました。
味噌代としてニコニコします。

前迫静美君
本日より衣替え、たいへんさわやかな日に、すがす
がしい気持ちで出勤いたしました。

山口巖雄君
早退させていただきます。スマイルが目標に達しま
せん。今月のご協力をお願いします。

米山尚登君
結婚祝いありがとうございます。

福住桂司君

所用により早退させて頂きます。

卓話「クラブ協議会」
担当：西嶌洋一会長

クラブ運営委員会　山口巖雄君
会場、クラブ財政、スマイル・出席、親睦活動、プ
ログラム、五委員会各委員長はじめ委員のご尽力に
よりスムースな運営が計られたと思います。スマイ
ル委員会に沢山のスマイルをいただきました。昨年
でしたら目標達成ですが、今年は目標が高くなり達
成に至りません。今月の多くのスマイルをお願いし
ます。10 万円です。出席状況はおかげ様でまずま
ずの出席率と思います。メイキャップして頂いた会
員にお礼申し上げます。

会場監督　吉岡　敏君
年度計画書に記載した方針にもとづく例会の運営を心
掛けて参りました。箇条書き１～５の具体的方針を毎
週の例会に生かすことを目標にして参りましたが皆様
のご協力をもちましてほぼ目標に沿った例会となりま
した。ただ、花の提供者が残念ながら壽永会員だけと
なっております。ご協力願える方公募致します。

クラブ財政　髙橋　宏君
一般会計、ニコニコ会計は、共に会員の皆様の御協
力により、会費、スマイルの入会等々については、
順調に推移しております。又、会務の執行に伴い各
委員会等の予算も範囲内で消化しております。後残

り 1 ヶ月清算を早めにお願いします。

親睦活動委員会　西迫　哲君
8/25　夏の大江戸博物館→屋形船
10/6　職業奉仕と合同で日産研究所見学→横浜うかい亭
12/15 立川真司さんを招いてロワジールホテルにて

クリスマスパーティー
1/8　三クラブ合同賀詞交歓会の親睦会
4/6　アマンダンヒルズ春の親睦例会
多数のメンバーの協力のもと各々盛大に開催できた
事に感謝しております。

プログラム委員会　難波有三君
年度初めに清水委員長がきちっとプログラムを組ん
で下さいましたので、ここまで順調に推移してまい
りました。これもひとえに会員の皆様のご理解とご
協力のお陰と感謝しております。今年度もあと１ヶ
月となりましたが今後予定されている皆様、どうぞ
よろしくお願い致します。最後になりましたが卓話
内容の原稿を皆様からご提出いただきましたことに
もお礼申し上げます。

クラブ広報委員会

クラブ会報・IT 委員会　小林　透君
会員皆様のご協力を持ちまして週報とホームページ
を毎週に発行いたす事が出来ました。一年間ありが



とうございました。

雑誌・広報・年史委員会　青木啓次君
会員増強委員会にお願いして会員の増強を計りた
い。年初は 44 名でスタートしまして現在は櫻井、
石村会員の退会で 41 名となっています。横浜銀行、
大和証券の会員の加入は実質的には増加にはなりま
せん。年史では、来年の 50 周年記念誌の発行に備
えて資料の保管に努めます。

会員選考・職業分類委員会　本多正彦君
①会員選考：社命による転出会員の後任以外の入会
候補者は推薦者の意向を尊重して選考しました。そ
の後には全会員による信任投票があり、推薦者は慎
重に人選していただきました。感謝します。
②職業分類：職業充填率向上のための職業分類表の
見直しは、長年親しんで来た自分の職業分類に思い
入れも強いため、「現在未充填の職業分類を削除す
る事」を基本方針として、次年度計画書の作成作業
で実施される様に次年度幹事にお願い致しました。

会員増強委員会　壽永純昭君
「50 周年 50 名」を目標に一年間活動して参りまし
たが、会員の減少に歯止めがかかりませんでした。
反省しております。

情報委員会　壽永純昭君
新入会へのサポート、会員への情報提供等に努力し
てまいりました。1 月の「炉辺会談」は大変盛会な
意見交換の場になりました。年に 2 回位い行っても
良いのでしょう。

会員増強・会員維持委員会　壽永純昭君
新人の入会、会員の退会とめまぐるしい一年でした。
10 人程に声をかけましたが「不況の嵐」を感じる言葉
が返ってくるだけで、十分な働きが出来ず残念でした。

奉仕プロジェクト委員会　西迫一郎君
職業奉仕、社会奉仕、新世代、国際奉仕を総括する
という立場でしたが、十分役目を果たし得ませんで
した。申し訳ありません。

新世代奉仕委員会　西迫一郎君
①自分の職業を語る。②他者に目を向けることの意
義を語る。③世界に目を向ける。以上の観点から新
世代向けにプロジェクトを企画・運営することが十
分できませんでした。こちらも申し訳ありません。

職業奉仕委員会　米山尚登君
内容的には 2 月のクラブ協議会で御報告した通りで

出席報告　＜会員41名、出席対象37名＞

5 月 18 日例会　　確定出席率 88.24％ 6 月 1 日例会　　出席 35 名　欠席 2 名　出席率 94.59％
＜事後メイクアップ＞

　会田義明君

＜欠席者＞

　金沢文明君・黒栁智太郎君

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を
見学しました。

社会奉仕委員会　三宅壯平君
相模川クリーンキャンペーン等皆様に多数参加して
いただきありがとうございました。又、厚木市市役
所のロビーに大型テレビを贈呈しました。

国際奉仕委員会　山本淳一君
RI 会長の最優先課題としてのポリオ撲滅はおひとり
2000 円づつ集めさせていただきました。ありがとう
ございました。次年度もございますどうか撲滅まで
あと半歩のご協力をよろしくおねがいいたします。

ロータリー財団委員会　和田正幸君
皆様ありがとうございます。今日報告する段階にお
きまして目標額の１人 180 ドルの約 95％達成され
ております。いま少しでございます。未だ 7000 円
未納の方々には今年度最後のお願いを申し上げお礼
かたがた委員会報告といたします。

米山奨学委員会　黄金井康巳君
今年度の地区の目標額は、普通寄付ならびに特別寄
付を合わせ、会員一人当たり２万円でございました。
大変に厳しい経済状況の中ということもございまし
て、特定の個人の方に過度のご負担が加わらないよ
うにという意味合いから、会員皆様のご理解をいた
だき、前期分の年会費に含める形で、お一人当たり
1 万円の等分なご負担をお願い致しました。残りの
不足分は幹事室のご協力もいただき、米山委員会で
調整し、会員一人当たり２万円の目標を達成し、５
月末に地区に送金を完了いたしました。つきまして
は、米山はもう締めきっておりますので、最後にこ
れからとお考えだった方は、財団がもう少しという
ことでございますので、是非とも財団の方にご寄付
のご協力をお願いいたします。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がで
きましたこと感謝申し上げます。１年間ありがとう
ございました。

退会者報告

高倉　茂氏が6月1日の例会をもって退会されました。
　勤務先：（株）ロアジールホテル厚木
　入会年月日：昭和 20 年 6 月 10 日
　在籍期間：2 年


