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こころの中をみつめよう 博愛を広げるために

点鐘　…山口巖雄 会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト

張　瑞さん（ロータリー米山記念奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 東日本震災復興基金について

◎厚木市教育委員会より
・ 第 23 回心と街のクリーン作戦の参加について

（依頼）
日時：9 月 10 日（土） 13 時受付
 13 時 30 分　開会
 14 時～ 16 時 30 分

啓発活動他
集合場所：厚木公園（はとぽっぽ公園）本部前
参加依頼：２名　

◎国際ソロプチミスト厚木より
・ 2011 ～ 12 年度　会　長　小林　洋子様
　　　　　　　　　事務局　齋藤　弘子様

◎公益社団法人　厚木青年会議所より

・ 「夢と希望の架け橋」開催のお知らせ
日時：8 月 1 日（月）　13 時～ 18 時
開場：厚木市文化会館（大ホール・集会室）

13 時～ 発見！あなたの未来・あなたの
地域　各企業ブースで直接聞け
る仕事の魅力

15 時～ 地元企業と学生によるパネル
ディスカッション

テーマ 「時代を読む」　コーディネー
ター　田原総一郎氏

◎ＡＭＤＡより
・ ＡＭＤＡジャーナルダイジェスト

幹事報告

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 大和田園ＲＣ

今日のお花

七夕　笹（壽永純昭君）

第2472回例会（7月5日）☆司会　壽永純昭 SAA

今日の例会（2011年 7月12日）

「クラブ協議会」
担当：山口巖雄会長

次回の例会（2011年 7月19日）

担当：飛鳥井豊君

＊入会記念日
　壽永純昭君（H4.7.14）

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。」



スマイル

山口巖雄会長・小林　透副会長
会田義明幹事・常磐重雄副幹事
心新たにロータリー精神に乗っ取り頑張らせていた
だきます。一年間よろしくご協力の程お願いします。

柳田純昭君
昨年度は、1 年間お世話になりました。皆様のご協
力に改めて感謝申し上げます。今年は少しリラック
スして出席したいと思います。いよいよ新年度のス
タートですね。山口会長、会田幹事はじめ理事役員
の皆様 1 年間宜しくお願い致します。

黒栁告芳君
短い間でしたが智太郎がお世話になりまして有難う
ございました。社業に専念致します。

西迫　哲君
山口新会長をはじめ役員の皆様一年間宜しくお願い
申し上げます。又、会員増強に皆様のお力添えを重
ねてお願い申し上げます。しかし本日横浜にて業界
の研究発表会に我社スタッフが発表の機会をいただ
いておりますので失礼を承知ですが早退させていた
だきます。

黒栁告芳君
会員の皆様一年間ご協力ありがとうございました。

黒栁告芳君
山口会長、会田幹事一年間宜しくお願い致します。
柳田前会長一年間ありがとうございました。

難波有三 前年度 SSA・小林　透 前年度副 SAA
皆様のご協力により、何とか 1 年無事に務めること
ができました。ありがとうございました。

黄金井一太君
柳田前会長、黒栁前幹事さん 50 周年記念例会には
色々ありがとうございました。最終例会に出席出来
なかったのでスマイルいたします。山口会長さん、
会田幹事さん今年は公式訪問が早いので頑張って下
さい。

常盤重雄君
初の副幹事です。前の席は緊張します。1 年間宜し
くお願いします。

壽永純昭君
本多正彦会長年度に青木先生と共に SAA を務めて
10 年ぶりの SAA です。山口年度の会場監督を前田
賢一さん、常盤重雄さんと共にがんばって参ります
ので一年間よろしくご協力ください。

前田賢一君
初めての副 SAA です。SAA の壽永さんに教わりな
がら 1 年間務めさせて頂きます。

三橋一皓君
山口年度のスタートを心よりお祝い申し上げます。
お陰様で健康状態も徐々に回復途上にあります。有
難いことです。

本多正彦君
創立 51 年の新しい年度、山口会長、会田幹事のス
タートをお慶び申し上げます。役員の皆様方の力量
に期待し楽しいそして有意義なクラブを演出して下
さい。

山本淳一君
山口会長・会田幹事・小林副会長・常盤副幹事、新
年度よろしくおねがいいたします。

西嶌洋一君
山口会長、小林副会長、会田幹事、常盤副幹事いよ
いよ出番ですね。一年間のご活躍をお祈り致します。

湯澤一孝君
事業所開設及び誕生日祝ありがとうございます。ま
た本日よりクラブ会報・IT 委員会の委員長を仰せ
つかりました。頑張りますので御指導、御支援のほ
ど宜しくお願い致します。

髙橋　浩君
2011 年～ 12 年度スマイル・出席・プログラム委員
会の髙橋浩です。委員の皆さんとたくさんのお祝い
したいと思いますので皆さんのスマイルお待ちして
います。

鈴木茂男君
2011 ～ 12 年度、新しい年度になりまして、よろし
くお願いします。

黄金井康巳君
國方さんと同じ日に入会し、21 年になります。と
いうことは 3 年間毎日、会議所に昼飯を食べに来て
いたことになります。

板井浩司君
結婚記念品を頂きありがとうございました。まちが
いなく家まで持って帰ります。

西迫一郎君
妻の誕生日のお花有難うございました。



例会「新年度活動方針」

担当：山口巖雄会長

RI テーマ
2011 ～ 12 年度 2780 地区

何かを成し遂げようと思うなら、ありとあらゆる知恵を振り絞らなければならない。それには、まず自分自
身の内側から始めるのです。すなわち、まず自分自身を見つめ直すことです。自分自身の意識改革をしなけれ
ばなりません。

RI 国際協議会の開会にあたって、2011 ～ 12 年度カルヤンバネルジー会長は、（Reach Within to Embrace 
Humanity 心の中を見つめよう　博愛を広げるために）というテーマを発表し、次年度は、ロータリーの奉仕

に於いて、3 つの強調事項に力を注いでいきたいと
力説されました。
第一の強調事項は家族です。

家族－－母子－－家族平和－－地域社会の平和“心
田を耕す”－－親しき仲にも礼儀あり

あらゆる家族の中心をなしているのが、母と子で
す。心に平和を見出してこそ、家の中に平和をもた
らし、家族に平和をもたらし、そして地域社会に平
和をもたらすことができるのです。すなわち、母や
子を思いやる家族の愛、絆が隣人に、地域に、国に
世界により広がることによりネットワークが構築さ
れ、世界平和を築くことができ、ロータリーのブ
ランド力のアップに繋がるのではないでしょうか。
ロータリーに参加出来るのも妻、家族そして企業の
おかげの気持ち、理解が必要である。

第二に強調事項は継続です。
私たちには得意とすることは何かを知り、それを

継続しながら次のレベルへと高めていくことです。
勿論、ポリオ撲滅などの活動を継続する重要性も強
調しております。私たちには得意とすることが数多
くあります。きれいで安全な水の提供、疾病の予防、
識字率の向上、明日のリーダーとなる青少年の育成、
平和への努力といった活動をこれからも続けて行か
なければなりません。当クラブも温故知新の精神で
50 年の大きな節目を大切にし良きものはしっかり
と継続し、新たに目標を持って取り組む必要がある

と思います。

第三の強調事項は変化であります。
改善できること、変えるべきことは何かを定め、

必要な変化をもたらしていくために行動していかな
ければなりません。
（世界の変化を望むなら、あなた自身がその変化

にならなければならない）というマハトマガンジー
の言葉を引用して次年度カルヤンバネルジー RI 会
長は平和を望むなら、家庭に、地域社会に自分自身
の生活に平和をもたらすことから始めるのです。

環境破壊に歯止めをかけ、子供の死亡率をへらし、
飢えを減らしたいと望むなら、自分自身がこの変化
の担い手とならなければなりません。

それにはまず、意識改革の中にこそ変化を起こすこと
の必要性を認識しなければならないと訴えられました。

万時は（家族）から始まり、よき家族を持つこと
が充実したロータリー活動に繋がります。

ひいては、世界に貢献することになります。
世界のロータリーのあり方も（継続）をもとに進

もうとしております。
ロータリーは世界の実情を知り、ロータリーの存

続のためにもわれわれが（変化）する時だと思います。
単年度の活動から自らと仲間の心の奥深く響く信

念を持って博愛を広げ、社会のために貢献しましょ
うと云うバネルジー次期会長の言葉は脳裡に焼付く
ような感動的な RI のテーマの発表でした。

2つめはチェンジメーカー賞の新たな創設であります。

山口巖雄会長 今年度役員



変化の必要性を訴えるカルヤンバネルジー会長は
2011 ～ 12 年度、奉仕部門を通じて多大な貢献をし
たクラブを称えるチェンジメーカー賞を設けました。

受賞資格は、クラブが各部門において最低数の活
動を完了することです。

すべての活動は、2011 年 7 月 1 日から 2012 年 3
月 1 日までの間に実施し、完了する必要があります。

また、会員増強とロータリー財団への寄付におけ
る功績を称える 2011 ～ 12 年度会長賞では、受賞資
格を満たしたクラブと地区のうち、上位 15 のクラ
ブと地区が、バンコック大会にて表彰されます。

積極的な各クラブの参加、実践、展開を心から熱

望いたします。
2005 年ロータリーの 100 周年を祝ったがその時に

RI の本質をわきまえながら尚かつ、この変動する社
会のために我々はどうあるべきか？ロータリーとは
何だ？ロータリーはどこへ行き？ロータリーは何を
する？ということを問いながら本質をきちんと理解
し気持ちを前向に持ってロータリーの夢を見、将来
の私たちの社会のためにも人生のためにもなると確
信をもって「変化」変えて行かねばならない。

変化の風が吹きはじまった誰も今ロータリーを変
えることに気付いたので有ります。

地区運営方針
2011 ～ 12 年度 

「世界は絶えず変化しています。そして、私たちは世界とともに変化する心構えがなければなりません」
この言葉は、ロータリーの創始者ポール ･ ハリスが 1935 年、今から 75 年以上前に本に書き記されており、

そして、その言葉は、今もなお真実を表していると思います。
一方、近年のロータリーはポリオ撲滅をはじめとする R 財団の活動の拡大、RI のプログラムの増加、会員

減少化における地区組織の肥大化、DLP、CLP、RI 長期計画、未来の夢計画等、ロータリーの活動は大きく
変貌し、地区内クラブを支援すべき地区の役割は増大の一途を辿っています。

このような環境変化の中、あくまでもクラブが主体であり、クラブあって、地区、RI があるという原則を
重んじつつ、複雑になってきたものを簡素化にして且つ充実させ、今年度後藤ガバナーから、森、菅原年度へ
と連続性を持って効率よく地区組織運営をする決意です。

具体的には、
1. RI 会長テーマおよび強調事項の推進
2. RI 長期計画の推進

（1） クラブのサポートと強化
（2） 人道的奉仕の重点化と増加
（3）公共イメージと認知度の向上

3. クラブ研修リーダーおよびクラブ研修委員会
の設置

4. 地区財政基盤の確立
5. 第 2780 地区のネットワークとブランド力の

確立
6. 会員増強 ･ 維持の目標 1 クラブ 3 人純増
7. R 財団への寄付増進 1 人当たり 180 ＄以上、

2013 ～ 14 年に向けて未来の夢計画の啓蒙活動

8. 米山奨学会への寄付増進 1 人当たり 2 万円以
上の目標

9. 地区組織の効率化
10. クラブと地区の融和
11. 地区幹事と副幹事の役割と責務
12. G 補佐の役割と責務（DLP の更なる進化）
13. 地区長期計画の推進
14. 地区協議会、地区大会の有り様
15. 東日本大震災復興への支援（マッチング・グ

ラント）
16. 公益財団法人ロータリー日本財団の認定と税

制上の優遇措置による財団寄付の増進

ガバナーについては 7 月 26 日に来訪いただけますのでじっくりとお考えを聞いて頂きたいと思いますので
簡略にさせて頂きます。



出席報告　＜会員38名、出席対象34名＞

6 月 21 日例会　　確定出席率 97.22％ 6 月 28 日例会　　出席 32 名　欠席 2 名　出席率 94.12％
＜事後メイク＞

　黒栁告芳君（7 月 1 日 厚木県央 RC）
＜欠席者＞

　髙橋　宏君・門田高明君

我がクラブとしてこれから心がける点
① クラブは奉仕の幅を広げすぎず地域に絞りつつ社会奉仕活動を実施する。

② 会員同士が楽しい雰囲気の中で気楽に語り合う環境づくり。

③ 老壮青の年齢バランスを考えた運営方針。

④ クラブ運営に於いて、誰からもアイデアを聞き改善する。

⑤ 時代、世代に合ったクラブづくりに今までの慣例の見直に努める。

⑥ 例会等クラブ行事は時間の厳守。

⑦ 欠席者への配慮を心かける。（会員皆さんで）

⑧ 会員増強はワンバイワン一人が一人を紹介して下さい。（同業者、友人、親戚、近隣の趣味を同じくする人

達にリーフレット「ロータリーとは」を準備します）

 質か量かの議論もありますが“人は生垣、人は城”増強キャンペーンを実施したいと思います。

⑨ 可能な限り夫人同伴例会を増して参りたいと思います。

⑩ ロータリー財団、米山財団に御協力をお願いします。

⑪ 会員の問題について又委員会の経費について有効活用を検討する。

⑫ 昼の例会だけでなく、朝、夜の例会も検討してはいかがと思います。

⑬ 少ない例会で価値ある卓話者として協力して頂き例会の卓話が楽しみになるよう協力を願います。

⑭ ロータリークラブ年会費以外の臨時徴収はいかがなものか、検討する必要があります。

⑮ ロータリーは異なる業種の人達と交わることに人生をさらに豊かにする。

⑯ 親しき仲にも礼儀あり。

お疲れ様でした

柳田直前会長 黒栁直前幹事

退会報告書

＊黒栁　智太郎氏が６月３０日の例会をもって退会されました。
氏 　 名 黒栁　智太郎　（くろやなぎ　ともたろう）
勤 務 先（株）明輝
入会年月日 H17（2005）年 7 月 5 日
在 籍 期 間 6 年


