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今日のお花

瑞君（米山記念奨学生）

会長報告

あじさい（山本淳一君）

◎ガバナー事務所より

スマイル

・「米山月間」卓話についてのお願い
・「会員増強及び拡大月間」（8 月）卓話について
・ 職業奉仕及び活動状況についてのアンケート報告
◎ＲＩ日本事務局より
・ 2010 ～ 11 年度

公式名簿

ＤＶＤ

本多正彦君
雨の元湯玉川館での西嶌年度の最終例会、この一年
楽しませていただき有難うございました。いよいよ
創立 50th の年度、頑張って行きましょう。ワール

・ 国際ロータリー 2010 年規定審議会 決定報告書

ドカップに期待しつつ。

◎厚木市教育委員会より

山口巖雄君

・ 第 22 回心と街のクリーン作戦の参加について
（依頼）

西嶌会長、前田幹事、役員の皆様 1 年間ご苦労様で

日時：9 月 11 日（土） 受付

13 時～

した。柳田次年度会長はじめ役員の皆様、頑張りま

開会：13 時 30 分

しょう。

啓発活動他：14 時～ 16 時 30 分

壽永純昭君

集合場所：厚木公園（ハトポッポ公園）
参加依頼人数：2 人（参加可能な範囲でかまいません）
◎国際ソロプチミスト厚木より
・ 2010 ～ 11 年度
会長

石川

会長・事務局変更のお知らせ

信子さま

西嶌丸の着岸を心よりお祝いします。一年間お役に
立てずごめんなさい。
國方達央君
西嶌会長、前田幹事、今年度一年間お疲れ様でした。
色々と忙しい年でしたが、今期のご活躍に心から敬
服いたしております。

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。」
＊事業所開設
湯澤一孝君

＊会員夫人誕生日
1日

＊会員誕生日
黄金井康巳君

1日

常磐重雄君

4日

湯澤一孝君

6日

國方達央君（H2.7.1）

米山尚登君（麻由子夫人

2 日）

吉岡

敏君（H14.7.1）

本多正彦君（多恵子夫人

11 日）

西迫

哲君（H19.7.3）

西迫一郎君（美紀夫人
＊入会記念日

11 日）

黒栁智太郎君（S38.7.1）
嶋田賢一君（H22.7.6）

飛鳥井豊君（S38.7.1）

三宅壯平君（S62.7.7）

黄金井康巳君（H2.7.1）

小林

今日の例会（7 月 6 日）

透君（H10.7.7）

次回の例会（7 月 13 日）

「新年度活動方針」
担当：柳田純昭会長

「クラブ協議会」
担当：柳田純昭会長

飛鳥井豊君

書いている為乱筆と気分が…。本日、宜しくお願い

今日は会費が不要と聞きましたのでニコニコします。

致します。

難波有三君

金沢文明君

西嶌会長、前田幹事 1 年間本当におつかれ様でした。

西嶌会長、前田幹事、お疲れ様でした。ほとんどお

そして次年度会長の柳田さん黒栁次年度幹事、いよ

役に立てず、申し訳ありませんでした。次年度、極

いよですね。がんばって下さい。

力出席を増やせるよう頑張りたいと思います。

滝澤

吉岡

勇君

敏君

西嶌会長、前田幹事、役員の皆様一年間お疲れさま

西嶌会長、前田幹事一年間ご苦労様でした。SAS

でした。大変お世話になりましてありがとうござい

として一年間ロータリーソング伴奏テープのボタン

ました。新年度、初めて委員を務めますので、よろ

押し役も無事今日で終ります。皆様ご協力有り難う

しくお願い致します。

ございました。

西迫

山本淳一君

哲君

西嶌会長、おつかれ様でした。今年一年勉強させて

西嶌会長・柳田副会長・前田幹事・会田副幹事、一

いただきましたが、まだまだ未熟者で…。これから

年間ありがとうございました。記念すべき最終例会

もご指導の程宜しくお願い致します。

で当館をご利用下さいまして、誠にありがとうござ

黒栁智太郎君

いました。

西嶌会長、前田幹事、一年間ありがとうございまし

三宅壯平君

た。今日はとことん憂さ（？）を晴らして下さい。

7 月よりチョウ・ルイさんをよろしく御願いいたし

湯澤一孝君

ます。皆様の御協力をおねがいすると思いますので。

西嶌会長、前田幹事おつかれさまでした。今後とも

柳田純昭君・黒栁告芳君

御指導の程宜しくお願い致します。

西嶌会長、前田幹事さん一年間本当にご苦労様でし

門田高明君

た。お陰様で楽しい例会を過ごさせていただきまし

西嶌会長、幹事の皆様一年間お疲れ様でした。本日

た。次年度はゆっくり例会をお楽しみ下さいと申し

も玉川館様でおいしいお料理とスーパードライでお

上げたいのですが人数の関係でそうも出来ず申し訳

おいに盛り上がりましょう。

ありません。せめて今夜だけは元湯玉川館さんの美

会田義明君

味しい料理で労を癒していただき、来週からの柳田

西嶌会長、前田幹事一年間本当にお疲れ様でした。

年度スタートから宜しくご協力お願い申し上げまし

副幹事として隣に座らせていただき、大したお手伝

て御礼のスマイルとさせていただきます。文末にな

いはできませんでしたが、自分にとっては大変勉強

りますが沢山の新会員を入会していただき有難うご

させていただきました。一年間お世話になりました。

ざいました。

髙橋

西嶌洋一会長・柳田純昭副会長

宏君

西嶌会長、前田幹事、おつかれさまでした。本当に

前田賢一幹事・会田義明副幹事

協力できなくてすいませんでした。

本日をもって当年度の全ての事業計画を終了するこ

川上

とができましたこれもひとえに会員の皆様の多大な

肇君

今年度の会長・幹事お疲れ様でした。玉川館へ向か

るご支援とご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

うバスの中でスマイルしているのですが乗物の中で

誠にありがとうございました。

卓話「一年を顧みて」（移動例会）
担当：西嶌洋一会長
場所：元湯 玉川館 点鐘 18：30
2009 ～ 2010 年度の一年間無事に会務を遂行する

ですが、充分な成果を上げる事が出来なかった点は、

ことができ、ホッとしております。前田幹事を始め、

私の力不足と思っております。が、私としては一年

理事役員、各委員会の皆様のご協力により楽しく例

間クラブ運営に全力投球してきた積りですので、そ

会行事ができましたこと、心より感謝申し上げる次

の点についてはお許しを賜りたいと思います。

第です。
当初目的の「楽しい例会」「ためになる例会」「奉
仕と実践活動」のできるクラブを目指して来た積り

さて、実績の報告については週報に掲載された通
りでありますので、何点かに絞ってお話しさせて頂
きます。

●遠藤先生と櫻井さんの長寿のお祝いが出来た事を大

間の例会でノンアルコールで実施致しましたが、

変喜ばしい事でしたが、続く遠藤先生の突然のご逝

これについては時間設定、参加費、参加会員数等

去は本当に残念でなりません。もっともっとご指導

の結果を踏まえて、他の 2 クラブの評価を待ちた

を賜わりたかった思いで一杯であります。

いと思います。

●次に 3 クラブの合同賀詞交歓会は試みとして、昼

●続いて、G.S.E 5 人のアメリカチームの受入れに

つきましては、厚木中クラブと当クラブとの共同

●最後に会員数が純減 4 名で終ることが私としては

受入事業でしたが、日本をよく理解していただけ

残念ですが、経済情勢等を考えますと、これもや

たものと自負しております。

むをえない回り合わせかなと観念しております。

●又社会奉仕事業としては、市役所一階窓口に大型
テレビと、テレビ台をセットで贈呈できたことは、

本日最終例会を迎えることが出来ました。

奉仕の一環として評価できると思います。

皆様一年間のご協力ありがとうございました。

出席報告

＜会員 41 名、出席対象 34 名＞

6 月 15 日例会

確定出席率 86.11％

＜事後メイク＞
川上

肇君（6 月 23 日

6 月 29 日例会

出席 28 名

欠席 6 名

出席率 82.35％

＜欠席者＞
厚木中 RC）

十亀健志君・常磐重雄君・西迫一郎君・福住桂司君・前迫静美君・
米山尚登君

