第2469回例会（6月14日）☆司会

点鐘 …柳田純昭 会長
斉唱

小林

透 副SAA

6 月 23 日（木）
＊相模原大野ＲＣ

…奉仕の理想

・年度末親睦例会
日

会長報告

時：6 月 22 日（水）→ 26 日（日）
18 時 30 分点鐘

◎ガバナー事務所より

場

・ ポリオ寄付 ( きふ ) について

所：京懐石「りぼう」

◎週報

◎ロータリー米山記念奨学会より

1. 厚木中ＲＣ

・ ハイライトよねやま１３５

今日のお花

◎厚木市社会福祉協議会より
・ 平成２３年度厚木市社会福祉協議会一般会員会
費の納入について（お願い）
一般会員会費学

金５，０００円

◎厚木市教育委員会より
・ 第 23 回心と街のクリーン作戦について（依頼）
日時：9 月 10 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分
実施場所：

厚木公園・本厚木駅北口広場等

幹事報告
◎例会変更
＊厚木中ＲＣ

アジサイ（壽永純昭君）

・年度末親睦例会
日

時：6 月 22 日（水）18 時点鐘

場

所：レンブラントホテル厚木

＊厚木県央 RC

スマイル
黒栁告芳 幹事
21 日（火）は出張のため欠席致します。西迫副幹

・年度末親睦例会
日

時：6 月 24 日（金）18 時 30 分点鐘

場

所：元湯旅館

事さん宜しくお願い致します。
黄金井康巳君
一昨日より、地サイダーを発売いたしました。「黄

＊大和中ＲＣ

金サイダー」です。これからは、ノンアルコールの

・取り止め例会

方にも対応できます。

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

＊入会記念日

西迫

哲君（21 日）

小林

透君（25 日）

壽永純昭君（26 日）

今日の例会（2011 年 6 月 21 日）
「失敗しないホームページ作り」
担当：十亀健志 会員
講師：㈱フォーバル

竹之内賢輔 氏

前田賢一君（H12. 6.27）

次回の例会（2011 年 6 月 28 日）
「１年を顧みて」
担当：柳田純昭 会長
場所：元湯玉川館

18：30 点鐘

常磐重雄君

湯澤一孝君

誕生日のお花ありがとうございます。当日賞です。

結婚記念日忘れてました。本日、妻に感謝の意を伝

妻の誕生日はまだ忘れさせてもらえず、日曜日にス

えます。

マートフォンを買わされました。あと、所用により

髙橋

早退させて頂きます。

浩君

所用あり、早退させて頂きます。

例会「クラブ協議会」

クラブ運営委員会 國方達央 総括委員長
各委員会の委員長始め委員の皆様方のご協力により、
本年度を滞りなく終わることができました。この後、
各委員長から詳細の説明があることと思います。又、
今年度は 50 周年創立事業が 5 月にとり行なわれまし
たが、その節には SA、親睦活動 委員会の皆様方の
絶大なるご協力により、成功裡に終了することがで
きました事をここに深く御礼申し上げます。

会場監督 難波雄三 SAA
この 1 年間厳かな中にも和やかな雰囲気が漂う例会
を心がけてきました。特に会長幹事そして出席、ス
マイル、プログラム委員会と連携を図りながら進め
てきました。また、来訪されたゲスト・ビジターの
方々に気持ち良く過ごしていただけるように配慮し
てまいりました。ただ例会行事が卓話の時間に食い
込んだりすることが何度かあり、関係の皆様にご迷
惑をおかけ致しました。また、壽永会員には年間を
通じてお花をご持参いただき、例会に華を添えてい
ただき、心から感謝いたします。

クラブ財政 髙橋 浩 副委員長
クラブ会計の厳密かつ正確な会計管理を目指しておりま
す。現在 3 月中旬迄伝票まとめさせております。今月 6
月分迄の集計確認後迅速な決算書の作成を目指します。

スマイル・出席・プログラム委員会 滝澤勇 委員長
本年度は、会長方針に沿って、例会への出席率向上
に取り組んでまいりました。具体的には、毎月の最
終例会時の週報に、前月と前月までの年度累計の個
人別出席率を掲載し、会員の皆様に出席に対する意
識を高めていただくことにしました。そして、皆様
に会長方針についてのご理解とご協力をいただいた
結果、昨年７月から今年５月までの１１カ月間の実
績でみると、出席免除会員を除く２７名のうち、例
会出席率１００％の会員が１２名あり、全体の出席
率も年度累計で９０％を上回っております。本年度
の最終例会時に、年間出席率１００％の会員を、会
長から表彰していただきます。卓話は、卓話担当に
なった方々のご協力により、お陰さまでスムースな
運営ができました。また、いずれの卓話も大変中身
の濃い、有意義なものでした。スマイルについても、
毎回たくさんのスマイルをいただきました。この１
年間、皆様に大変ご協力いただきました。誠にあり
がとうございました。最後に、出席率とスマイルの
発表、お祝い行事の進行については、当委員会の委
員全員に１ヵ月交替で担当していただきました。ご
協力いただいた全委員に併せて御礼申し上げます。

話の原稿、その他資料を遅滞なく提出頂き、無事発
行することができました。あと少しですが、最後ま
でご協力の程、お願い致します。H.P. の充実につい
ては、能力不足で達成できませんでした。申し訳あ
りません。次年度によろしくお願い致します。

親睦活動委員会 会田義明 委員長
本年度、厚木ロータリークラブは創立 50 周年記念を
迎え親睦活動委員会は記念例会に向けての活動が中
心となりましたが、その中において特に人と人の絆
を大切にして参りました。目標として例会に出席す
る事も親睦、行事に参加する事も親睦と捉え、全て
の行事に参加しやすい雰囲気づくり目指して参りま
した。ここで、一年を終える訳ですが会員の皆様を
始め、特に委員会メンバーには大変ご協力いただき
感謝しております。一年間ありがとうございました。

クラブ広報委員会

雑誌・広報・年史委員会 山口巖雄 委員長
厚木ロータリークラブ創立 50 周年、会員夫々歴史
を確認し、ロータリーアンであることを再認識する
ことが出来た年でありました。
雑誌 ロータリーの友を購読し、新会員のロータ
リーの教科書として活用出来たと思います。
広報 創立 50 周年の地方訪問、タウンニュース等
で厚木ロータリーの広報が出来ました。ガバナー月
信でも 50 周年を掲載していただきました。
年史 50 周年を迎え、過去の歩みに加え記念すべ
き 50 周年の 1 ページを加えることが出来ました。

本田正彦 総括委員長

① 50 周年記念例会に焦点を定めた年度として、50 周
年行事への全員参加により、クラブ内での会員の連携
が深まった事と、外部へは記念事業記念例会を通して、
厚木ロータリークラブ全体が広報されました。
②具体的なテーマでは各委員会の活動が成果を上げ
ています。クラブ週報は内容が濃く、益々充実して
来ました。但し、クラブのホームページのリニュー
アルを計画しましたが、力不足でした。次週 6 月 21
日の卓話「失敗しないホームページ作り」を参考に
して下さい。期待してます。次年度へ引き継ぎます。
③ 50 周年記念誌の発刊は、これからスタートで山
本淳一さんが次年度の広報の総括委員長に就任され
ますので、全面的なバックアップをお願い致します。

クラブ会報・IT 委員会 黒柳智太郎 副委員長
会報（週報）については、皆様の御協力により、卓

会員増強委員会 黄金井康巳 総括委員長
会員増強委員会の統括委員長の小金井です。私の
担当部門で、入会後のロータリー情報につきまし
ては、会員の皆様へのロータリー情報提供や会員
相互の情報交換等十分に機能いたしましたが、会
員増強の部門では十分な成果を上げることができ
ずに、皆様にご迷惑をおかけする結果となりまし
たことをお詫び申し上げます。大変に厳しい経済
状況の中での会員増強でございますので、次年度
の会員増強の統括委員長 西迫哲さんに、今年度
果たせなかった反省点を含めしっかりと申し送り、
次年度は後方支援をさせていただきますのでどう
ぞよろしくお願いいたします。1 年間お世話になり
誠にありがとうございました。
ロータリー情報委員会 難波有三 委員長
当委員会は会員の皆様、特に新会員の皆様にロータ
リーについての理解を深めていただき、一日も早く

「超我の奉仕」の精神のもと活躍いただきたいとい
うことで、8 月に情報集会を行ない、2 年未満の新
会員の皆様と気さくな雰囲気の中でいろいろお話し
合いができました。また 1 月にパスト会長の皆様に
ご協力いただき、炉辺会談を開催することができま
した。どちらの会も該当する方、ほぼすべての方に
ご参加いただき、大変有意義なものとなりました。
また 11 月のロータリー月間の卓話の時には「ロー
タリーのいろは」ということで、皆様にロータリー
の誕生から、これまでの出来事の中で、話題性のあ
るものを問いかけさせていただきました。

会員選考・職業分類委員会 青木啓次 委員長
今年度再入会新人２名で、退会者 4 名で実質 2 名減
でした。

会員増強委員会 和田正幸 委員長
本年度は寿永さん、西嶌洋一さんとで構成し、やっ
て参りました。創立 50 周年になるとのことで会長も
50 名に増強するんだと張り切ってスタートしたので
すが、私が全く駄目で体調もおもわしくなく会員の
増強が出来ずに終わってしまいました。会長、会員
の皆様に御迷惑を掛けてしまいました。ここに深々
と頭を下げて一年のしめくくりの報告といたします。

奉仕プロジェクト委員会 吉岡敏 総括委員長
当初事業計画書の記載の通り、本年度の奉仕事業委員
会は大筋、50 周年記念事業の実施に全面的に傾注して
まいりました。その結果、
「セーフコミュニティ認証

都市」のサイン塔を本厚木駅北口正面に設置、この除
幕式と厚木市への贈呈式を現地にて行いました。また、
厚木 RC 始まって以来という具体的な国際奉仕事業と
して、厚木市から無償譲渡を受けた中古消防車のタイ
北部へ自治体への贈呈を行い、この確認のため会員 6
名がタイ・ナコンパノム県を訪問して、大歓迎を受け
ました。年間プログラムとしての奉仕事業として、大
変有意義なプログラムが実施出来たと考えております。

職業奉仕委員会 壽永純昭 委員長
青木副委員長、会田委員と共に一年が過ぎました。
担当例会は、10/12「職業奉仕への理解」と言う事
で私が卓話をさせていただいた後、相模原「ジャク
サ」（航空宇宙研究所）にて「はやぶさ」を見学後、
黄金井酒造様見学し、セルバジーナにて親睦会を行
いました。「ロータリー綱領」については卓話にて
お話いたしましたが、「四つのテスト」の唱和につ
いては、次年度にお願いしたいと思います。成果が
出ずすみません。努力目標といたします。

社会奉仕委員会 小林 透 委員長
前月 5 月に予定されていた相模川クリーンキャン
ペーンは雨天のため中止となりました。奉仕プロ
ジェクト「社会奉仕委員会」として本年度は創立
50 周年事業と地域における各奉仕活動に会員皆様
のご理解とご協力をありがとうございました。

新世代奉仕委員会 常磐重雄 委員長
本年度の活動としては
○鎌倉 RC の正山様をお招きして、地区 RYLA の状
況やローターアクトについてお話を頂きました。
○先週、50 周年記念事業の一環として、厚木スカ
ウト会に支援金をお渡ししました。
何か一つ新世代向け奉仕事業をと思っていたのです
が、残念ながら今年は実施できませんでした。来年
は何か考えたいと思います。

ロータリー財団委員会 山本淳一 委員長
○本年度の財団寄付金も目標額１人 180 ドルに達す
る事が出来ました。更に柳田会長よりベネファク
ターとして 1,000 ドルをいただきました。ありが
とうございました。
○財団月間には、かながわ湘南ロータリークラブ会長
柚木さんの学友として、また 2780 地区の担当事務
員さんとしての深い経験談をお話いただきました。
○ポリオもあとひと頑張りで１人 2,000 円を会費と
いっしょにいただきました。あと１年ご協力をお
ねがいいたします。

国際奉仕委員会 西迫一郎 委員長
昨年度は創立 50 周年を記念として、タイ国メコン
パノム RC に消防車の寄贈をさせて頂きました。
米山奨学委員会 三宅壯平 委員長
米山奨学委員会では 1 人 20,000 円目標を集めるこ
とを目標でしたが、会員皆様のおかげと 50 年の記
念寄付とチョル ルイさんの 1 年間クラブ支援奨学
生へのクラブの負担金の合計で、目標以上を達成す
ることができました。ありがとうございました。

ロータリー財団委員会 飛鳥井 豊 総括委員長
年度始めの募金目標に財団・米山委員会共々達成い
たしました。又両委員会月間には卓話も予定通り行
いました。

出席報告

＜会員 38 名、出席対象 36 名＞

5 月 31 日例会

確定出席率 88.24％

＜事後メイク＞

西嶌洋一君（6 月 10 日 厚木県央ＲＣ）

6 月 14 日例会

出席 34 名

＜欠席者＞

板井浩司君・髙橋

宏君

欠席 2 名

出席率 94.44％

