
点鐘　…柳田純昭 会長

斉唱　…厚木 RC の歌

ゲスト紹介

板井浩司（日興コーディアル証券厚木支店長）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 2011 年地区協議会に向けて、アンケートのお願い

※クラブ奉仕部門、研修部門
 クラブ充実と活性化を目指すための活動計画の指標
 クラブ棚卸しのマニュアル
 「クラブ管理運営委員会の手引き」
※会員増強・広報部門　アンケート
※ロータリー財団部門　アンケート

・会長エレクト研修セミナー（PETS）
再度　ご案内
日時：4 月 17 日（日）地区協議会の日　午前中
   9 時 30 分～ 10 時　登録
   10 時　点鐘

場所：東海大学湘南キャンバス「14 号館」
・ 地区カレンダー（2011 ～ 12 年度）
◎ガバナー事務所より
・ 物資に関する災害支援についてのお知らせ
◎厚木市セーフコミュニティ推進協議会より
・平成２２年度第２回協議会の延期について　　

3 月 22 日（木）
◎厚木さつきライオンズクラブより
・CN30 周年記念式典・祝宴中止のお知らせ

日時：3 月 27 日（日）

幹事報告

◎例会変更　
＊大和中 RC

・取り止め　3 月 16 日（水）
＊平塚 RC

・休会　　　　　　　　　3 月 31 日（水）
・移動例会（企業訪問）　4 月 14 日（木）

＊厚木県央 RC
・取り止め　 3 月 25 日（金）
　　　　　　4 月 1 日（金）

＊綾瀬春日 RC
・点鐘時間変更　3 月 23 日（水）

18 時 30 分→ 12 時 30 分
・休会　　　　　3 月 30 日（水）
・移動例会　4 月 6 日（水）10 時 30 分 点鐘

◎週報
1. 大和田園ＲＣ

第2459回例会（3月22日）☆司会　難波有三 SAA

＊結婚記念日
　黄金井一太君（4 月 5 日）

＊入会記念日
清水忠直君（昭和 49 年 4 月 9 日）
十亀健志君（平成 22 年 4 月 6 日）

今日の例会（2011年 4月5日）

「50 周年実行委員会」
担当：50 周年実行委員会

次回の例会（2011年 4月12日）

「ロータリー雑誌月間」
担当：クラブ広報委員長

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。」



今日のお花

三葉つつじ（壽永純昭君）

スマイル

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
川上さん、嶋田さん長い間ありがとうございました。
板井さんこれから宜しくお願い致します。

山口巖雄君
連続して公務のため欠席しました。ご迷惑をおかけし
ましたのでスマイルします。

難波有三君
SAA でありながらこのところ自園や小学校の卒業
式・入学式等と例会日が重なってしまい、欠席が続
きます。皆様にご迷惑をおかけ致します。

髙橋　宏君
事業所開設のお祝いありがとうございます。我が税
理士法人ティ・アール・ワイも無事 8 年目を迎える
事ができます。今後ともよろしくお願い致します。

髙橋　浩君
誕生日お祝い、ありがとうございました。

嶋田健一君
皆様、大変お世話になり、誠にありがとうございま
す。これからもレンブラントホテルをよろしくお願
い申しあげます。本日、所用によりご挨拶のみで早
退させて頂きます。

前田賢一君
誕生祝をありがとうございます。4 月 1 日で 45 才
になります。川上さん、嶋田さん寂しくなります。
私たちの事忘れないで下さい。新天地でのご活躍を
祈念しております。

卓話「50周年実行委員会」

担当：50 周年実行委員長 黄金井一太君
司会進行：黄金井康巳君

例会場：レンブラントホテル厚木（旧ロワジールホテル厚木）

3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴い、50 周年記念例会の企画の為、緊急アンケートを行いました。
その結果

・ 規模を縮小して記念例会を開催する
・ クラブ（会員＋夫人）中心に縮小する。
・ 記念例会、パーティー内容を簡素化する。

⇒これらを踏まえ、正副実行委員会に一任し、方針を出す事になりました。



出席報告　＜会員40名、出席対象35名＞

3 月 8日例会　　確定出席率 91.18％ 3月 22日例会　　出席 33名　欠席 2名　出席率 94.29％
＜事後メイクアップ＞

金沢文明君（3 月 13 日 IM）
西迫一郎君（3 月 13 日 IM）
米山尚登君（3 月 13 日 IM）
難波有三君（3 月 8 日地区）
三宅壯平君（2 月 24 日地区）

＜欠席者＞

　黒栁智太郎君・西迫一郎君

黄金井　康巳 　　会　長 　山口　巖雄
　山本　淳一 　　副会長 　小林　　透
　西迫　　哲 　　幹　事 　会田　義明
　西嶌　洋一 　　副幹事 　常磐　重雄
　難波　有三 　　会　計 　前迫　静美
　柳田　純昭 　　副会計 　髙橋　　宏

　　ＳＡＡ 　壽永　純昭
　　副ＳＡＡ 　前田　賢一

委員会名 委員長 副委員長 委員
�クラブ管理運営� 黄金井　康巳　滝澤　　勇

　　　会場監督 　壽永　純昭 　前田　賢一 　常磐　重雄

　　　クラブ財政 　前迫　静美 　髙橋　　宏

　　スマイル・出席・プログラム 　髙橋　　浩 　鈴木　茂男

　　　親睦活動 　滝澤　　勇 　黒栁　告芳 　前田　賢一

�クラブ広報� 　山本　淳一 　米山　尚登

　　　クラブ会報・IT 　湯澤　一孝 　西迫　　哲

　　　雑誌・広報・年史 　米山　尚登 　山本　淳一 　和田　正幸

�会員増強� 　西迫　　哲 　國方　達央

　　　ロータリー情報 　國方　達央 　柳田　純昭 　飛鳥井　豊

　　会員選考・職業分類 黄金井　一太　吉岡　　敏 　三橋　一皓

　　　会員増強 　西迫　　哲 　前迫　静美

�奉仕プロジェクト� 　西嶌　洋一 　西迫　一郎

　　　職業奉仕 　西嶌　洋一 　飛鳥井　豊 　壽永　純昭

　　　社会奉仕 　髙橋　　宏 　金澤　文明 　鈴木　茂男

　　　新世代奉仕 　常磐　重雄 黒柳　智太郎　米山　尚登

　　　国際奉仕 　西迫　一郎 　清水　忠直 　髙橋　　宏

�ロータリー財団� 　難波　有三 　三宅　壯平

　　　ロータリー財団 　難波　有三 　青木　啓次 　加藤　一郎

　　　米山奨学 　吉岡　　敏 　三宅　壯平 　会田　　明

役　　員

���������年��木ロータリークラブ会�分�

理　　事

　　奉仕プロジェクト委員会
　　ロータリー財団委員会

　　クラブ管理運営委員会

　　会員増強委員会
　　クラブ広報委員会

　　直前会長


