
点鐘　…柳田純昭 会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介

張　瑞さん（ロータリー米山記念奨学生））

ビジター紹介

大川　浩様（東京羽田 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 会員増強について
 会員候補者にロータリー会員に成る事のすば

らしさを伝えよう
・ 「雑誌セミナー」開催のご案内
日　時：2 月 15 日（火）　

16 時～ 17 時 15 分（15 時 30 分受付）
場　所：藤沢産業センター 6F「研修室 1・2」

◎国際ロータリー日本事務局より

・ ロータリー財団　ベネファクター認証状　　
柳田純昭会長

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ ハイライトよねやま 131

◎座間 RC より
・ 40 周年記念誌

◎小田原城北ローターアクトクラブより
・ 創立 15 周年記念式典の先行登録のご案内

日　時：4 月 10 日（日）15 時～（14 時登録開始）
場　所：湯本冨士屋ホテル
登録料：1 月 31 日（月）まで 6,000 円
　　　　2 月以降   7,000 円

◎ ROTARIAN 誌（英語版）

幹事報告

◎例会変更　
＊海老名欅ＲＣ

・賀詞交歓会
日時：1 月 20 日（木）18 時　点鐘
場所：オークラフロンティアホテル海老名

＊相模原大野ＲＣ
・取り止め　2 月 23 日（水）　

＊相模原東ＲＣ
・移動例会

日時：2 月 7 日（月）・14 日（月）
12 時 30 分　点鐘

場所：産業会館４Ｆ「国際商談室」
・夜間例会

第2450回例会（1月18日）☆司会　小林　透 副SAA

＊事業所開設
　西迫一郎君（1 月 31 日）
＊会員誕生日
　金沢文明君（1 月 29 日）
　本多正彦君（1 月 30 日）

＊夫人誕生日
　十亀健志君（貴子夫人 1 月 27 日）
＊結婚記念日
　髙橋　浩君（1 月 30 日）

＊入会記念日
　青木啓次君（S45.1.27）
　和田正幸君（S45.1.27）
　本多正彦君（S62.1.27）
　福住桂司君（H8.1.30）

今日の例会（2011年 1月25日）

「ロータリー理解推進月間」
担当：ロータリー情報委員会

次回の例会（2011年 2月1日）

「世界理解月間」
担当：国際奉仕委員会

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。」



日時：2 月 28 日（月）18 時 30 分　点鐘
場所：市民会館 4F「あじさいの間」

＊ 11 時 30 分～ 12 時 30 分までクラブ事務局
（相模原商工会館３Ｆ）にてビジター受付を行います。

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 相模原大野ＲＣ

今日のお花

松
まつぼっくり

陰嚢（壽永純昭）

スマイル

大川　浩様（東京羽田 RC）
昨年もお世話になりました。今年もよろしくお願い
申し上げます。

柳田純昭会長
事業所開設が当日賞になりましたので、祖父が創業

して 95 年ヰセキ農機と提携して販売会社となって
45 年目に入ります。農業を取り巻く環境は年々厳
しくなりますが、これからも頑張って行きたいと思
います。

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
東京羽田 RC 大川浩様よくいらっしゃいました。ごゆっ
くりおすごし下さい。

米山尚登君
レオスイミングスクール厚木校所属の内

うちむらかぶと

村甲選手と
先日ここで 10 分のはずが 30 分話をしてしまった
西
にしみやかつとし

宮勝利コーチが 3 月に行われる日本水泳連盟のシ
ンガポール遠征に、それぞれ日本代表選手、日本代
表コーチの一人として世界に挑戦します。初めての
世界なので大枚スマイルします。

会田義明君
本日は入会記念日のお祝いありがとうございました。
今週の 23 日で 5 回目の記念日を迎えます。

滝澤　勇君
入会日のお祝をいただき、ありがとうございました。
お陰様で入会させていただいてから 2 年になりまし
た。今後ともよろしくお願い致します。

湯澤一孝君
お詫びスマイル。大変恐縮ですが業務の都合により早
退させて頂きます。

卓話「クラブ協議会」

担当：柳田純昭会長

会場監督

難波有三 SAA
本年、創立 50 周年を迎えますので、歴史と伝統の
あるクラブらしく厳かな中にも和やかな雰囲気が漂
う例会となるようにしていきたい。柳田年度がス
タートして半年。これまでの反省として 2 点
・卓話時間に例会行事がくい込むことがありますの

で注意していきたい。
・例会の点鐘を全員が着席し静かに待てるようにし

ていきたい。

クラブ財政

髙橋　浩 副委員長
先月福住先生の退会を受けて発表させていただき
ます。
会計資料につきましては適宜迅速に概ね月単位
で幹事室より提供を受けて鋭意入力処理進めて
います。

現在の会計資料の提供時期について、経理としては
非常に助かっております。
近々上半期分の報告会長あてに出来ればと打ち合わ
せています。

スマイル・出席・プログラム委員会

滝澤　勇 委員長
1.「スマイル・出席・プログラム委員会」は、会員

の「例会出席率を向上する」と言う柳田会長の方
針に沿って、出席率に関して、会員の皆様に、よ
り関心を高めていただきたいとの気持ちから、毎
月最後の週報で、前月の出席状況をご報告してま
いりました。

 皆様のご協力によりまして、7 月から 12 月までの
6カ月のうち、4か月が出席率が90％を超えました。

 お陰さまで、6 カ月累計では、90.89％と、90％
代を確保しています。

2. 次に、スマイルですが、金額目標として、70 万



円を設定致しましたが、7 月から 12 月までの 6
カ月間では、お陰様で、累計金額 383,000 円、進
捗率 54.72％となっております。

 例会出席率・スマイル共に、今後とも、引き続き、
よろしくお願い致します。

3. お祝い行事については、クラブ広報委員会への連
絡が悪く週報に掲載すべき会員名が漏れたり、掲
載すべきではない会員名が掲載されたり、移動例
会にお祝いが当たる会員のお祝いを、移動例会前
の例会で行なわなかった等、ミスや反省点が多々
ありますが、今後はこのような点がないよう、注
意してまいりますので、よろしくお願い致します。

また、スマイル・出席・プログラム委員会の皆さま
にご協力いただいて、毎月交替で、出席率の発表、
お祝い行事の進行、スマイルの発表をお願いしてお
ります。当委員会の各委員からはチームワーク良く
協力いただいていることを申し添えて、ご報告とさ
せていただきます。

親睦活動委員会

会田義明 委員長
昨年 8 月 24 日に実施されました納涼親睦例会、10 月
12日に実施されました職業奉仕・親睦委員会合同例会、
12 月 14 日に実施されました忘年例会の事業につきま
して皆様のご協力のお陰を持ちまして無事終了するこ
とができました。
これからは 50 周年例会に向けて集中して行きたいと
思います。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

クラブ会報・IT 委員会

黒栁智太郎 副委員長
1. 会員に役立つ高水準の「週報」の発行を心懸けて今

後も未来に向けてのロータリー活動を発信します。
2. I.T（Infomation Technology）情報技術は、厚木

RC の活動及び RI を始め、全ての R 活動を理解
してもらうため、HP の更なる充実を図ります。

雑誌・広報・年史委員会

山口巖雄 委員長
雑誌に於いては新会員のロータリーの教科書とし活
用され、会員の方々にはより良いロータリー情報の
提供がされております。
広報に於いては 50 周年に併せて、より一層力を注
いで参ります。
年史に於いては 50 周年の記録をしっかりと後世に
整理し保管をして参ります。

ロータリー情報委員会

難波有三 委員長
次週 25 日は「ロータリー理解推進月間」になって
おりますので、ロータリー財団に関する卓話を予定
しております。
また、炉辺会談を 2 月 1 日（火）6 時よりロワジー
ルホテル厚木の中津川において開催いたします。入
会 1 年未満の新会員、パスト会長、会長、幹事そし
てロータリー情報委員であります。ご出席よろしく
お願い致します。

会員選考・職業分類委員会

青木啓次 委員長
今年度は新入会員は鈴木茂男さん（鈴木商事）ただ
お一人で御座居ます。入会日 H22 年 7 月 20 日
今後共、会員皆様に入会の要請を御願い致します。

会員増強委員会

和田正幸 委員長
本年度の会員増強委員長をお受けしました和田でご
ざいます。年度始めに副の壽永さん更には黄金井総
括委員長の御協力のもとに立派に発足したのでござ
いますが私の体調不良により会頭や会員皆様に御迷
惑を掛け申訳ありません。
残された半年を計画にしたがって進行出来るよう努
力して参るつもりです。
皆様御協力の程よろしくお願いします。

職業奉仕委員会

壽永純昭 委員長
昨年 10 月 12 日職業奉仕委員会担当の卓話例会を小
生がスピーカーで行なった後、親睦委員会と合同で
相模原の“JAXA”宇宙航空研究開発機構を訪問し、

“はやぶさ”について講話をいただいた後、黄金井
会員の黄金井酒造を訪問、酒づくり見学、講話をい
ただきました。大変多くの参加者で盛大かつ有意義
な職場訪問が出来ました。セルバジーナにての親睦
会も楽しいひとときでした。あと半年、「四つのテ
スト」「ロータリー網領」の研究実践に、青木会員、
会田会員と共に努力してまいります。
ロータリーとは「倫理を提唱していく団体」

社会奉仕委員会

小林　透 委員長
厚木鮎まつり後の河川敷の掃除と 50 周年事業のセー
フコミュニティー塔の設置等の活動をいたしました。



今後も地域社会への奉仕活動を行ってまいります。
皆様のご協力をお願いいたします。

新世代奉仕委員会

常磐重雄 委員長
事業計画書に記載の 4 つの事業を推進しております。
・ 1 つ目は、RYLA への参加ですが、当地区は本年

RYLA を実施していないので、新世代月間に地区
の正山様をお招きし、RYLA についての卓話を頂
戴しました。

・ ボーイスカウト・ガールスカウトへの支援は例年
通り下半期に実施を予定しています。

・ 青少年留学生への援助は石塚さん以降ありません
が候補の方がいらっしゃいましたら支援していき
たいと考えています。

・ 50 周年に際し、何か新世代として企画をとは思っ

ています。今のところ、具体的な妙案がございま
せん。会長とも協議してから引き続き検討したい
と考えています。

ロータリー財団委員会

山本淳一 委員長
後期会費といっしょに 10,000 円納入いただいてお
りますが、目標額 180 ドル /1 人には及びませんの
で 2 月に入りましたら集めたいと思いますのでよろ
しくおねがいいたします。

米山奨学委員会

三宅壯平 委員長
会員の皆様の御協力いただき地区の目標額 2 万円にも
う一歩の所まできています。これからもおそくはない
のでよりいっそうの御協力をお願いいたします。

1月19日（水）第75回　厚木RCゴルフコンペ

場所：本厚木カントリ－クラブ
１０名参加

優勝　小林良グロス８４ネット７３
準優勝　柳田純昭
三位　國方達央

次回４／６（水）
本厚木カントリ－
４組予約済み
次回幹事　小林透、西嶌洋一



出席報告　＜会員40名、出席対象37名＞

1 月 7 日例会　　確定出席率 81.18％ 1 月 18 日例会　　出席 33 名　欠席 4 名　出席率 89.19％
＜事後メイクアップ＞

　難波有三君（1 月 11 日 地区大会）

＜欠席者＞

　髙橋　宏君・西迫一郎君・前田賢一君・門田高明君

平成２２年１２月 例会出席状況・スマイル進捗状況

１．例会出席状況

1  会田 義明 3 100 23 100 16  滝澤    勇 3 100 23 100

2  金沢 文明 2 67 14 61 17  常磐 重雄 3 100 19 83

3  川上    肇 3 100 23 100 18  難波 有三 3 100 23 100

4  國方 達央 3 100 23 100 19  西迫 一郎 1 33 11 48

5  黒柳 告芳 3 100 23 100 20  西迫    哲 3 100 23 100

6  黒柳 智太郎 2 67 10 43 21  西蔦 洋一 3 100 22 96

7  黄金井 康巳 3 100 23 100 22  福住 桂司 0 0 10 43

8  小林    透 3 100 23 100 23  前迫 静美 3 100 16 70

9  嶋田　健一 3 100 23 100 24  前田 賢一 2 67 22 96

10  鈴木　茂男 3 100 21 91 25  三宅 壮平 3 100 23 100

11  壽永 純昭 3 100 23 100 26  門田 高明 3 100 17 74

12  十亀　健志 3 100 19 83 27  柳田 純昭 3 100 23 100

13  高橋 秀典 3 100 21 91 28  山ロ 巌雄 3 100 23 100

14  高橋 　 宏 3 100 22 96 29  湯澤 一孝 3 100 23 100

15  高橋　  浩 3 100 23 100 30  米山 尚登 2 67 20 87

《出席免除者》

会田　明 青木　啓次 飛鳥井　豊 加藤　一郎 黄金井　一太 清水　忠直

本多　正彦 三橋　一皓 吉岡　 敏 山本　淳一 和田　正幸　　

２． 確定出席率 ３．スマイル進捗状況（％）
　 １２ 月 進 捗 率

　 年度累計進捗率

計 算 延 人 数 110 834

出席率（ ％ ） 91.82 90.89

１２月 年度累計

出席者延人数 101 758

会　員　名No. 会　員　名

１２月 年 度 累 計

No.出席
回数

出席率
（％）

出席
回数

出席率
（％）

4.42

52.57

１２ 月 年 度 累 計

出席
回数

出席率
（％）

出席
回数

出席率
（％）


