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瑞さん

（ロータリー米山記念奨学生）
石塚
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（2009 ～ 10 年度 青少年交換留学生）

（平塚ＲＣ会長）
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難波有三 SAA

郁夫様

（秦野名水ＲＣ）

創立 50 周年記念例会
50 周年記念実行委員長

黄金井一太君

創立 50 周年記念例会次第
司会 難波有三 SAA
1､ 点鐘
2､ 東日本大震災被災者への黙祷
3､ 国歌斉唱
4､ 厚木ロータリークラブの歌
5､ 開会の言葉
6､ 来賓紹介
7､ 会長挨拶
8､ 50 周年実行委員長挨拶
9､ 物故会員への黙祷
10､ 東日本大震災被災地への義援金の贈呈
11､ 記念事業の披露
厚木市へのセーフコミュニティサイン塔の寄贈
タイ国への消防自動車の寄贈
市町村への寄付
厚木スカウト会への寄付

12､ 国際ロータリーへの寄付金の贈呈
公益社団法人ロータリー日本財団への寄付
ロータリー米山記念奨学会への寄付
13､ 創立会員への記念品贈呈
14､ 30 年以上在籍した会員への記念品贈呈
15､ 来賓祝辞
RI 第 2780 地区 後藤定毅ガバナー
平 塚 RC
桐本美智子会長
厚木中 RC
建部 覚会長
16､ 祝電披露
17､ 閉合の言葉
18､ 点鐘
諸事お知らせ

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。」
＊夫人誕生日

＊結婚記念日

黄金井康巳君（さつき夫人 5 月 17 日）

清水忠直君（5 月 17 日）
本多正彦君（5 月 17 日）

今日の例会（2011 年 5 月 17 日）
「50 周年記念例会総括」
担当：実行委員長

黄金井一太君

次回の例会（2011 年 5 月 24 日）
「相続と遺言」
担当：髙橋

浩君

講師：小畑和裕氏（公証人）

会長挨拶

実行委員長挨拶

黄金井一太

柳田純昭

厚木ロータリークラブ創立 50 周年記念例会にご臨
席を賜り､ 誠にありがとうございます｡

この度の東日本大震災で被災された皆様に､ 心より
お見舞いを申し上げます｡

県央地域で最も歴史ある厚木ロータリークラブの 50 周

厚木ロータリークラブは､ 1961 年 3 月に平塚ロータ

年記念式典を盛大に御披露いたしたいと存じ､ 一昨年よ

リークラブのスポンサーのもと県央地区で最初のロー

り記念事業を含めての準備を進めて参りましたが､ 去る

タリークラブとして誕生いたしました｡ 以来 50 年､ 今

3 月 11 日に発生した ｢東日本大震災｣ の過去に類を見な

日ここに創立 50 周年の記念の例会を開催することが

い甚大な被害を鑑み､ 急遽自粛しての記念例会となりま

出来ることは､ 会員一同大きな喜びであります｡

した｡ 当初予算で予定しておりました記念式典の自粛分

半世紀にわたり ｢奉仕の理想｣ を受継ぎ実践してこ

を ｢東日本大震災｣ の義援金として被災地の復興支援

られたチャーターメンバーをはじめとする諸先輩方の努

に役立てていただくよう､ 本日贈呈いたします｡

力と情熱､ そして厚木クラブを支えていただいた多くの

震災の地震､ 津波により被災された方々と､ 原発事
故による二次的影響､ 避難等の被害を蒙られた方々に

ロータリー関係者並びに地域の皆様方に､ 改めて感謝
と御礼を申し上げます｡

､ 心よりお見舞いを申し上げます｡

時代の変化の中でロータリーも少しずつ変化してき
ていますが､ 厚木ロータリークラブはこれからもロータ
リーの精神をしっかりと基軸に据えて､ 次なる 50 年に
向けて地域社会や世界のために､ 高い目標を持って活
動を続けて行きたいと思います｡

開会の言葉

義援金の贈呈

記念事業の披露

国際ロータリーへの寄付金贈呈

創立会員への記念品贈呈

創立会員奥様へ花束贈呈

30 年以上在籍会員への記念品贈呈

後藤定毅様
（国際ロータリー第 2780 地区ガバナー）

桐本美智子様
（平塚ＲＣ会長）

建部 覚様
（厚木中ＲＣ会長）

宣さん・張さん・石塚さん

閉会の言葉

懇親会
司会：会田義明君
1､ 開会の言葉
2､ 乾杯
3､ 歓談
ピアノ演奏

乾杯

4､ ロータリーソング
手に手つないで
5､ お礼の言葉
6､ 閉会

佐々木辰郎ガバナー補佐

手に手つないで

ピアノ演奏

黒栁容子様

お礼の言葉

ご歓談

国際ロータリー第 2780 地区

厚木ロータリークラブ創立 50 周年記念例会

出席報告

2011 年 5 月 8 日

＜会員 39 名、出席対象 38 名＞

4 月 19 日例会

確定出席率 91.43％

5 月 8 日例会
＜欠席者＞
西嶌洋一君

出席 37 名

欠席 1 名

出席率 97.37％

