第2429回例会（8月3日）☆司会

点鐘 …柳田純昭 会長
斉唱

難波

有 三 SA A

・ R 米山記念奨学会寄付金納入明細表
（2010 年 6 月）送付の件

…君が代・厚木 RC の歌

2009-10 年度の寄付金
・ R 米山記念奨学会

ゲスト紹介

1 人平均

19,469 円

世話クラブ補助費のご案内

・ 第 1 回地区アクターミーティングへのご出席の
お願い
日時：8 月 21 日（土） 登録開始
開会点鐘

13 時
13 時 30 分

場所：相模原市民会館
・ 出席報告ついて
・ 2009-10 年度

職業奉仕モデルプロジェクトに

ついて
◎ロータリー囲碁同好会より
・「第 9 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
佐々木辰郎様（国際ロータリー第 278 地区

日時：10 月 16 日（土） 9 時 30 分

第 6 グループ ガバナー補佐 大和田園 RC）

ビジター紹介

登録受付

10 時

開会式

17 時

表彰式

会場：日本棋院会館（東京市ヶ谷）
◎国際ロータリー日本事務局より
・ 8 月からのロータリーレート

1 ドル =88 円

◎国連 UNHCR 協会より
（国連難民高等弁務官事務所）
・ ニュースレター
◎あつぎ鮎まつり実行委員会より
・第 62 回あつぎ鮎まつり花火大会案内状（招待状）
日時：8 月 7 日（土） 午後 7 時打ち上げ開始
場所：相模川河畔
石井麗子さん（厚木県央 RC）

幹事報告

会長報告

◎例会変更

◎ガバナー事務所より

＊座間 RC

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
髙橋

＊夫人誕生日

浩君（23 日）

滝澤

＊入会記念日

勇君（裕子夫人

23 日）

髙橋

浩君（H21.8.18）

米山尚登君（H13.8.21）

今日の例会（8 月 17 日）

次回の例会（8 月 24 日）

「ガバナー公式訪問」
担当：柳田純昭会長

「納涼親睦例会」
担当：会田義明委員長

スマイル

・夜間例会（移動）
日時：8 月 4 日（水） 16 時 30 分

点鐘

場所：居酒屋「龍」
・相模川クリーン推進

ビジター受付はいたし

ません
日時：8 月 11 日（水）→ 8 日（日）11 時 点鐘
場所：相模川座架依橋周辺

じゃま致しました。宜しく御願い致します。
石井麗子様（厚木県央 RC）
厚木県央 RC の石井と申します。本日はメイクに伺
前田幹事をはじめ皆様に大変お世話になりありがと

日時：8 月 18 日（火）

うございました。柳田会長、黒栁幹事様、今年度頑

＊大和 RC
・取り止め例会

ビジター受付はいたしません

日時：8 月 16 日（月） 16 時 30 分

点鐘

＊相模原東 RC

張って下さい。
柳田純昭会長・山口巖雄副会長
黒栁告芳幹事・西迫

・移動例会
日時：8 月 9 日（月） 12 時 30 分

点鐘

場所：相模原市立産業会館・国際商談室
ビジター受付はいたしません

ガバナー公式訪問前のクラブ協議会ご指導宜しくお
願い申し上げます。
敏君

佐々木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。暑い日々

・夜間例会（移動）
日時：8 月 23 日（月） 18 時 30 分
場所：相模原市民会館

哲副幹事

佐々木ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。

吉岡

日時：8 月 16 日（月）
点鐘

あじさいの間

＊綾瀬春日 RC
・休会

本日は「ガバナー公式訪問に備えて」と云う事でお

いました。昨年度は県央の幹事として西嶌直前会長、

・取り止め例会

・休会

佐々木辰郎ガバナー補佐（大和田園 RC）

ビジター受付はいたしません

日時：8 月 11 日（水）

が続きます。体に気を付けてご精励下さい。
難波有三君
佐々木辰郎ガバナー補佐、本日のクラブ訪問ご苦労
様です。この時期は連日クラブ訪問や地区役員会と
ご多忙のことと思いますが、暑さにまけずにがん

◎週報

ばって下さい。

1. 厚木中 RC

山本淳一君
佐々木ガバナー補佐様、今日は後藤ガバナーの公式訪

委員会報告
社会奉仕委員会

小林透君

問前のクラブ協議会にお越しいただきありがとうござ
いました。ご指導をよろしくおねがいいたします。
本多正彦君
クラブ協議会の大事な日、佐々木ガバナー補佐の御
指導の日、欠席して申し訳ありません。中身の濃い
協議会を祈念致します。クラブ広報委員会の発表を
クラブ会報、IT 委員長の髙橋宏殿にお願いしました。
重ねて申し訳ありません。

8 月 8 日（日）あつぎ鮎まつり花火大会翌日の河川
敷早朝清掃の協力について
午前 6 時 30 分より相模川三川合流点河川敷

今日のお花

壽永純昭君、髙橋

宏君

ビンビン会出世頭佐々木辰郎ガバナー補佐の活やく
をカゲながら応援させていただきます。
髙橋

宏君

県央 RC 石井さんようこそいらっしゃいました。お
時間のゆるすかぎりゆっくりしてください。又、お
誕生日のお祝いありがとうございます。
前田賢一君
厚木県央 RC の石井さんようこそ我がクラブに。昨
年度はいろいろお世話になりました。想出多き年度
でした。今後ともよろしくお願いします。
前田賢一君
むくげ（壽永純昭君）

先週は、久しぶりに心おきなく欠席させて頂きまし

た。又、ゴルフコンペでは、門田さんに刺激され 3

福住桂司君

位に入賞しましたので、スマイルします。

申し訳ありませんが、所用のため早退致します。

卓話「クラブ協議会」
担当：柳田純昭会長
クラブ運営委員会総括委員長

國方達央君

めてまいりますので、従来通りよろしくお願い

クラブ運営委員会につきましては、年度計画書の
17 ページに記載されていますように、4 つの委員会
（会場監督、クラブ財政、スマイル・出席・プログ
ラム、親睦活動）を管理統括しており、その役割は、
クラブ運営、クラブ行事を 1 年間滞りなくスムーズ
に進行することだと思います。
この目標を達成する為にも、会員始め委員長、委員
の皆様方のご協力の程をよろしくお願い致します。
クラブ財政

髙橋

浩君

致します。
雑誌・広報・年史委員会

山口巖雄君

当委員会は本日会員の手元に届いております“ロー
タリーの友”を通し、ロータリー情報を適宜受け留
めて頂き、ロータリーに慣れ親しんで頂きたい。今
月号に宮崎南 RC 阿南公章さんが 94 才で新会員、
100 才を迎えられ卓話をされたとのこと。
広報は 50 周年記念事業に合わせ市民の方々にロー
タリーをご理解して頂けるよう広く、広報に参りた

“更なる財政状態の明

いと思ういます。

確化”の観点から一般

年史についてはロータリーの記録を整理保管して参

会計においては昨年の

ります。

12 月（半期）6 月（決算）

会員増強委員会

報告の他極力期間を短

会員増強委員会の統括委員長の黄金井です。

くした四半期単位、理

会員増強委員会の担当部門は、ロータリー情報委員

想的には月次単位の旬

会、会員選考・職業分類委員会、会員増強・会員維

な財政状態の発表を心

持委員会の 3 部門です。

がけたい。
スマイル・出席、プログラム委員会

黄金井康巳君

この委員会は、新たな会員を増やし、正しくロータ
滝澤

勇君

1. 年間プログラムは、事業計画書に記載の通り決

リーを理解していただき、そしてロータリアンとし
て活動してゆく仲間を拡大してゆくことです。

めさせていただきました。皆様のご協力をお願

今年度の柳田会長の当委員会への目標は、

い致します。

1. 50 名目標の会員増強

2. 「ロータリークラブ活動は例会への参加が基本。出席

2. 職業分類のバランスと充填

率を向上させる。
」という会長の方針に沿って、クラ

3. 新会員のフォローと研修

ブ例会への出席率の向上に取り組んで参ります。

大変に厳しい時期ですので 3 つの委員会が協力し

会員の皆様に出席率への関心を一層高めていただく

て、増強を図ってゆきたいと思います。

ため、3 ヶ月毎に、直近 3 ヶ月間と年度初めから累

会員増強と維持は、全会員の責務です。ひとりでも

計の個人別出席率を週報に掲載させていただきます。

多くの会員増強が図れるよう、皆様のご協力をよろ

3. スマイルの目標額を 70 万円に設定させていただ
きました。目標達成に向けて、皆様のご協力を
宜しくお願い致します。
また、スマイル目標額の達成状況についても、
個人別出席率の発表時に、週報でご報告させて
いただきます。
4. ５大祝いの記念品は思い出に残る品物を選定させ
ていただきました。事業所開設と結婚記念日及び
入会記念日のお祝い時には、何回目の記念日（何
周年）かをお知らせ致します。但し、当日のスケ
ジュールの都合で、割合させていただくことがあ
りますので、予めご了承ください。
5. 卓話については、年間スケジュール表に沿って進

の 3 点です。

しくお願いいたします。
会員選考・職業分類委員会

青木啓次君

会員選考
1. 人格や評判は申し分ないか
2. 奉仕の精神があるかないか
3. 毎週の例会に出席出来るか否か
会員増強委員会からの要請をお待ちしております。
会員増強委員会

和田正幸君

総括委員長の黄金井さんも話されたように厚木クラブ
が 50 周年に当たりますので当クラブの会員も 50 名に
増員しようと考えております。それには各員各位のお
力をかり色々な機会をとらえて増強に努めたい。
又、ガバナー補佐にこのようにすれば増強に役立つ

よと云うような事例がありましたらお話しを願いた

ロータリー財団委員会総括委員長

いと思っています。

当委員会は地区のロータリー財団委員会のロータ

奉仕プロジェクト委員会

吉岡

敏君

飛鳥井豊君

リー財団部門と米山奨学部門を統括する委員会であ

当委員会は職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、国際

ります。

奉仕を担当します。

これら財団委員会の活動源は私達の財政的援助（寄

それぞれの委員会は活動計画書に記載したプログラ

付金）と時間的奉仕を自発的に捧げようとするロー

ムにのっとって事業を行って参ります。

タリアンによって成り立っております。

ただ当クラブは本年度創立 50 周年となります。

これら寄付金を皆様から気持ちよく笑顔で差し出し

奉仕プロジェクト委員会としては 50 周年記念事業

ていただけるかであります。それには両部門の事業

として企画している 2 つの大きなプログラムの完遂

の御理解をいただくことと思います。

を目指して参ります。社会奉仕国際奉仕に関する 2

御協力よろしくお願いいたします。

大プロジェクトの成功を期します。

ロータリー財団委員会

職業奉仕委員会

○財団寄付金は 180 ドル（1 ドル 88 円）8 月 5 日

壽永純昭君

山本淳一君

創立 50 周年を迎え、原点に立ち返って「職業奉仕」

セミナーで勉強し、11 月の R 財団月刊前後から集

の精神を学び「親睦と奉仕」の調和を考えながら行

めさせていただこうと思っております。

動してまいります。

○ポリオについては前期会費で集めさせていただい

①「ロータリー網領」
「四つのテスト」の実践と理解

ております。近々送金できると思いますありがとう

①職場・事業所訪問

ございます。
米山奨学委員会

三宅壯平君

米山奨学事業はロータリアンからゼンイの寄付金を
財源として運営しておりますので皆様の一層の御協
力をお願いをよろしく御願いします。10 月は米山
月間になりますので、チョウルイさんに卓話をお願
いしてあります。
新世代奉仕委員会

常磐重雄君

以下の事業計画を予定しています
1. LYLA への参加協力
2. ボーイスカウト・ガールスカウトへの推進支援
3. 青少年支援留学生の留学活動の援助
4. 50 周年記念事業を通じて新世代への援助、人材
の開拓を実践する又、LYLA への参加協力について
は、当クラブがここ数年 LYLA に参加しているの
で地区から LYLA の担当の方に来て頂き卓話をし
てもらう予定です。
社会奉仕委員会

小林

透君
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親睦活動委員会

会田義明君

本年度厚木ロータリークラブは創立 50 周年を迎え

地域社会の奉仕活動として 8 月 8 日（日）「あつぎ

ます。この記念すべき年を機にロータリー精神の基

鮎まつり花火大会」翌日の河川敷早朝清掃の協力を

本に戻ると共に、人と人の絆を大切にしていきたい

行います。

と考えております。例会に出席することも親睦、行

国際奉仕委員会

西迫一郎君

事に参加することも親睦であると捉え、全ての行事

今年、50 周年を節目として“行動し汗を流す国際

に出席しやすい雰囲気づくりを目指し会員全体が一

奉仕”をします。

丸となれるよう頑張って行きます。

具体的には我が国が世界に誇れるテクノロジーの粋

そして最後には、入会して良かったと思えるような

を集めた自動車産業、そのうちでも特殊車両である

関係づくりを目指して行きます。一年間よろしくお

消防車（中古ですが・・・）を発展途上国に寄付す

願いいたします。

ることにしました。
贈呈式への参加をよろしくお願い致します。

会場監督

ロータリー情報委員会

難波有三君

難波有三君

歴史と伝統のあるクラブらしく厳かな中にも和やか

当クラブは各委員に国際ロータリーの情報を伝え

な雰囲気が漂う例会としていきたい。

ロータリーの理解を深めていただく。

1. 会長幹事を始め各委員会との連携を図り、例会が

1. 例会等を通じてロータリーに関する情報を提供し

スムーズに進めるように務める。

ていきます。

2. ゲスト・ビジターの方々に気持ち良く過ごしてい

2. 新会員に地区大会・IM 等の参加を促し、ロータ

ただくように気配りをする。

リーの理解を深めていただく。

3. 食事を歓談しながらゆっくりと取っていただく。

3. 新会員を対象に 8 月に情報集会をそして 1 月には

4. 席替えを 3 ヶ月に 1 回行い、
会員相互の融和を図る。

炉辺会談を開催し新旧の融和を図ります。

5. 会員の皆様にご協力いただき花の例会を続けてい
きたい。

出席報告

＜会員 41 名、出席対象 35 名＞

7 月 20 日例会

確定出席率 89.19％

＜事後メイクアップ＞
川上

肇君（7/29 大和中 RC）

8 月 3 日例会

出席 32 名

欠席 3 名

出席率 91.43％

＜欠席者＞
黒栁智太郎君・西嶌洋一君・金沢文明君

