第2425回例会（7月6日）☆司会

点鐘 …柳田純昭 会長
斉唱

難 波 有 三 SA A

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ 功労者

…君が代・厚木 RC の歌

感謝状

西嶌洋一会員

ゲスト紹介
チョウ

張

ルイ

瑞君（米山記念奨学生）

会長報告

幹事報告
◎例会変更
＊厚木県央 RC
・親睦例会（移動）
日時：7 月 23 日（金）→ 22 日（木）

◎ガバナー事務所より
・ 口蹄疫被害救援支援金

18 時 30 分
及び

拉致被害者家族

連絡協議会への寄付についてのお礼
口蹄疫被害救援支援金

1,245,664 円

拉致被害者家族連絡協議会寄付

点鐘

場所：箱根塔ノ沢温泉 「福住楼」
＊大和田園 RC
・夜間特別懇親例会

291,772 円

日時：7 月 23 日（金）

・ 地区負担金ご送金のお願い

18 時 30 分

点鐘

場所：箱根湯本「パークス吉野」

・ 卓話者リスト Web 閲覧について

・取止め例会

先週のお祝い 「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

11 日）

黒栁智太郎君（S17.7.5）

＊入会記念日

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

透君（H10.7.7）

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
黒栁智太郎君

＊入会記念日
14 日

壽永純昭君（H4.7.14）

今日の例会（7 月 13 日）

次回の例会（7 月 20 日）

「クラブ協議会」
担当：柳田純昭会長

「50 周年実行委員会」
担当：黄金井一太実行委員長

スマイル

7 月 31 日（金）
8 月 13 日（金）
＊座間 RC
・特別懇親会（直前会長・幹事ご苦労さん会）
日時：7 月 14 日（水）→ 11 日（日）
16 時 30 分

点鐘

場所：箱根湯元ホテル

西嶌洋一パスト会長

7 月 29 日（木）

前年度は大変お世話になりました。今日からはゆっ

＊綾瀬春日 RC

くり食事を楽しめそうです。いよいよ 50 周年の年

・移動例会（会長・幹事慰労会）
日時：7 月 14 日（水） 18 時 30 分

点鐘

度となりました。柳田会長、山口副会長、黒栁幹事、
西迫哲副幹事のご活躍を期待しております。

場所：伊東温泉 「ホテル川良」
＊相模原東 RC

前田賢一直前幹事

・夜間例会

昨年度は、会長をはじめ、理事役員、各総括委員長、

日時：7 月 13 日（月） 18 時 30 分

点鐘

場所：「ともゑ」

各委員長そして、会員皆様のお陰をもちまして、何
とか努めさせて頂けた 1 年間でした。心より感謝申

7 月 19 日（月）

し上げます。50 周年の桂説を迎える柳田年度の船

・夜間例会
日時：7 月 26 日（月）

連でセイフコミュニティー、消防自動車の寄贈など

ご協力を宜しくお願い申し上げます。

＊大和中 RC

・休会

年度は通常の例会に加え 50 周年記念事業、その関

るように心がけてまいります。会員皆様のご指導と

7 月 19 日（月） 海の日

・取り止め例会

2010・2011 年度がいよいよスタートしました。今

盛り沢山です。一年間楽しく例会にご出席いただけ

＊大和 RC
・祭日休会

柳田純昭会長・山口巖雄副会長
黒栁告芳幹事・西迫 哲副幹事

12 時 30 分

場所：「相模原市立産業会館

点鐘

国際商談室」

◎週報
1. 厚木中 RC

委員会報告

出を祝しましてスマイルいたします。黒栁パパ幹事
も途中で息切れしないように頑張って下さい。会長・
幹事のご健闘とご健康を心より祈念します。また、
素敵なお花をお送り頂き、妻も大変に喜んでおりま
した。以前、意味なく花束を買った時のような事は
ありませんでした。夫婦円満です。これもロータリー

親睦活動委員会

のお陰です。感謝のスマイルです。

8 月 24 日 ( 火 ) に親睦活動委員会としての一発目の

黒栁告芳幹事

行事であります、納涼親睦例会（移動例会）を実施

西嶌先生、前田さん準備段階での沢山の情報、アド

いたします。場所は東京方面（建設中のスカイツリー

バイスありがとうございました。これからも宜しく

を外から見学、その後浅草散策、夜はすき焼・しゃ

お願い致します。

ぶしゃぶで有名な「今半」で食事をして帰宅する日

本多正彦君

帰りコースを予定しております。ご家族も対象とな

いよいよ創立 50 周年の柳田年度のスタートをお慶

りますので振ってご参加いただきたいと思います。

び申し上げます。柳田丸の全クルーの御健闘を御祈

詳細・案内は後日改めてさせていただきます。

念致します。又、西嶌丸のクルー各位、お疲れ様で

職業奉仕委員会

した。ゆっくり食事をして下さい。

本年度職業奉仕委員会を担当します。「職業奉仕」

國方達央君

の基本は「ロータリーの網領」の理解と実践にあり

柳田会長、黒栁幹事、本日の船出に際して今年度の

ます。本年度テーマ旗の下に網領旗を掲げました。

ご活躍を心からお祈り申し上げます。又、創立 50

年度計画書の P3 にもありますが、メンバー各位の

周年の年となります。頑張りましょう。

ご協力・ご理解をお願いします。

黄金井康巳君

今日のお花

50 周年柳田年度の船出を祝しスマイルいたします。

のうぜんかずら

凌霄花（壽永純昭君）

嶋田さんお帰りなさい。
山本淳一君
柳田会長・山口副会長・黒栁幹事・西迫哲副幹事、
今年度よろしくおねがいいたします。また、嶋田さ
んおかえりなさい・・・先日の最終例会ありがとう

ございました。その時傘をお置きになった方があり

美味しい料理ありがとうございました。そして本日

ます。受付にありますのでお帰りにお持ち下さい。

より柳田会長・黒栁幹事宜しくお願い致します。

三宅壯平君

嶋田賢一君

柳田丸の出発にさいし 1 年間御体に注意して 50 周

戻って参りました。また、よろしくお願い申し上げ

年に向ってがんばって下さい。

ます。約 2 年ぶりの伝統ある厚木ロータリークラブ

壽永純昭君

で非常に緊張しております。うらしま太郎状態です

柳田丸の一年間の無事の航海と 50 周年の円満成就

ので皆様お手やわらかにお願い致します。

を祈念し、スマイルします。ガンバレ！

本多正彦君

小林

ロワジールホテルの嶋田さん御栄転での復帰、おめ

透君

厚木ロータリークラブ 50 周年の幕開けおめでとうご

でとうございます。50 周年行事に御活躍と御支援

ざいます。柳田会長一、年間よろしくお願いいたし

を大いに期待してます。

ます。西嶌パスト会長一、年間ごくろうさまでした。

西嶌洋一君

黒栁智太郎君

嶋田さんお帰りなさい。又、
これからお世話になります。

柳田会長、ふつつかな父ですが、一年間ご指導の程、

黒栁告芳幹事・西迫

何卒、一重に、心よりお願い申し上げます。

嶋田さんお久しぶりです。また宜しくお願いします。

湯澤一孝君

前田賢一君

柳田会長、黒栁幹事によっての新たな船出おめでとう

嶋田さんお帰りなさい。楽しみたいですね。

ございます。これからも御指導の程宜しくお願い致し

米山尚登君

ます。また、皆様、誕生日祝ありがとうございます。
常磐重雄君
誕生日のお祝いありがとうございました。1 年間無
事副 SAA を務めさせて頂きました。皆様のご協力
があってこそでしたので感謝のスマイルです。
川上

肇君

哲副幹事

先日は妻の誕生日祝いありがとうございます。
高橋秀典君
先週、元湯玉川館でのお食事おいしかったです。
滝澤

勇君

スマイル出席プログラム委員長を務めさせていただ
きます。入会後 1 年半で、まだまだ分からないこと

先週の前年度最終例会ありがとうございました。西

知らないことが多い中、一生懸命頑張りますのでよ

嶌会長・前田幹事本当にお疲れ様でした。山本さん

ろしくお願い致します。

卓話「新年度活動方針」
担当：柳田純昭会長

今年度、私たち厚木ロータリークラブは創立 50

周年を迎えます。半世紀前に「奉仕の理想」の下に
厚木の地にロータリークラブを設立し、以来ロータ
リーの精神を受け継ぎ実践してこられた諸先輩方の
努力と情熱を思うとき、この記念すべき年に厚木ク
ラブの一員として名前を連ねることの重さを改めて
感ぜずにはいられません。
ロータリーも 100 年が過ぎ、厚木クラブも 50 年
が過ぎようとしています。世の中も大きく変わり、
いまや奉仕の精神は世界中の多くの人たちが共有す
るものとなっています。そんな中、レイ・クリンギ
ンス国際ロータリー会長は、「ロータリアン以外の
人々にロータリーの目的を説明すること」、「ロータ
リアンにロータリーの原則の重要性を再認識しても
らうこと」の二つを目標に、『地域を育み、大陸を
つなぐ』を今年度のテーマとされました。
時代の変化の中でロータリーも少しずつ変化して
来ていますが、世界中の人々の善意をつないで協力

と支援を得ることの出来るロータリーと言うすばら

今年度は 50 周年の記念事業が活動の中心となり

しい団体の一員として、私たち厚木ロータリーも世

ますが、当クラブとしては初めてと言っても良い国

代交代や会員の減少も進む中、50 年を機に初心に

際奉仕の活動も含まれています。この記念すべき年

帰りロータリー精神を尊重し、日々の仕事や生活を

がメンバー一人一人にとってロータリアンとして充

通してロータリーの歯車をしっかりと回してロータ

実した 1 年となるよう、そして 50 周年の記念事業

リーの精神を広めていかなければならないと思いま

及び記念例会を全員の力で成功させ、次なる 50 年

す。そのためにも地域や世界のために高い目標に向

に繋げる活力ある 1 年としたいと思います。

かって活動を起こしていくことが大切なのではない

皆様のご指導とご協力を宜しくお願い致します。

でしょうか。
黒栁告芳幹事
皆様今日は、柳田年度の幹事を勤めさせていただ
きます黒栁です。

お引き受けしてしまった、会長を支える事や潤滑油
どころか、足を引っ張らないように、頑張らなけれ

一年間ご指導ご鞭撻ご協力をお願い申し上げます。

ばいけないと身が引き締まる思いでした。

柳田年度スタートの例会ですので少しお時間を頂
きたくお願いいたします。

事業計画が進むにつれてチャーターメンバーさん
や歴代の会長、幹事、先輩会員の皆様方の足跡、50

幹事を、とのお話を頂きましたときに、今までロー

年の歴史がこの一冊にある意味凝縮されている事

タリーにただ参加をしていただけの私に、また社会

が、今更ながら解り、諸先輩に感謝と敬意の念を改

人になりましても製造、物創りを中心に考えて来た

めまして表わさせて頂きます。

私に、この厚木の出身でもない私に大役が務まるの

会長からもお話があり、既に着々と進んでいる
50 周年記念に、幹事として参加させていただける

かと戸惑いました。
ロータリーは幹事が中心とのアドバイスを頂きま

事に感謝し、50 周年記念事業が成功裏に開催され、

したが、とてもそこまでは出来ないものの柳田会長

柳田年度が無事次年度にバトンタッチできますよう

を少しでも支えられれば、潤滑油になれればなどと

に微力ではありますが一生懸命勤めてまいります。
会員皆様方のご協力を重ねてお願いを申し上げます。

考え、事業計画の製作に着手いたしました。
これを作っている間に、これはとんでもない事を

新会員紹介

ふりがな

しまだ けんいち

氏名

嶋田

事業所住所

健一

〒 243-0018

厚木市中町 2-13-1

推薦者

黄金井一太君

事業所

( 株 ) ロワジールホテル厚木

所属委員会

職業分類

都市ホテル

親睦活動委員会

出席報告 ＜会員 40 名、出席対象 36 名＞
6 月 22 日例会

確定出席率 88.89％

＜事後メイク＞
髙橋

宏君（6 月 25 日

7 月 6 日例会

出席 32 名

欠席 4 名

出席率 88.89％

＜欠席者＞
厚木県央 RC）

門田高明君・髙橋

宏君・前迫静美君・西迫一郎君

