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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　…奉仕の理想

ビジター紹介

菊地孝夫さん
（国際ロータリー第2780地区第6グループガバナー補佐）

原田孝一さん（厚木中 RC 会長）
中野正義さん（厚木中 RC 幹事）

山田幹男さん（厚木県央 RC 会長）
髙澤孝一さん（厚木県央 RC 幹事）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 広報委員会からのお知らせ

1. RI2780 地区ロータリアン検索ネットワーク
 クラブ管理者情報
2. RI2780 地区 web サイト
 ロータリアン検索ネットワーク
 サポーター募集のご案内
3. RI2780 地区　広報賞について

・ 地区資金についてのお願い
◎座間中央ＲＣより

・ 終結のご報告

幹事報告

◎週報
1. 厚木中ＲＣ

今日のお花

ムクゲ（壽永純昭君）

スマイル

菊地孝夫様（海老名欅 RC）
本日はガバナー補佐としての初仕事になります。よ
ろしくお願いします。

第2473回例会（7月12日）☆司会　壽永純昭 SAA

今日の例会（2011年 7月19日）

「手品と雑話」
担当：飛鳥井豊君

次回の例会（2011年 7月26日）

「ガバナー公式訪問」
担当：山口巖雄会長

＊夫人誕生日
　山口巖雄会長（八重子夫人　7 月 24 日）

＊入会記念日
　鈴木茂男君（平成 22 年 7 月 20 日）

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。」



原田孝一会長・中野正義幹事（厚木中 RC）
本日は年度初めのご挨拶に伺いました。山口会長、
会田幹事のご活躍と厚木 RC の益々のご発展を心か
らお祈り申し上げます。これからも親クラブとして
ご指導賜りますようお願い申し上げます。

山田幹男会長・髙澤孝一幹事（厚木県央 RC）
お世話になります。ご挨拶に伺わせていただきました。
デタラメな会長幹事ですが宜しくお願いいたします。

山口巖雄会長・小林　透副会長
会田義明幹事・常盤重雄副幹事
菊地ガバナー補佐、本日は大変お暑い中ようこそお
いで下さいました。時間の許す限り、ごゆっくりお
過し下さい。一年間お世話になります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

山口巖雄会長・会田義明幹事
原田会長、中野幹事、山田会長、髙澤幹事本日はよ
うこそおこし下さいました。一年間よろしくお願い
します。時間の許す限りごゆっくりお過し下さい。

柳田純昭直前会長
菊地ガバナー補佐、本日はお忙しいところご苦労様
です。1 年間ご指導宜しくお願いします。

柳田純昭直前会長
厚木中クラブ・原田会長、中野幹事、厚木県央クラ
ブ・山田会長、髙澤幹事、本日はようこそいらっしゃ
いました。今年度のご活躍をお祈り致します。

壽永純昭君
第 6 グループ菊地ガバナー補佐、厚木中クラブ原田
会長、中野幹事、厚木県央クラブ山田会長、髙澤幹事、
暑い中のご訪問ごくろう様です。山口年度のスター
トに際して IM へのご支援・ご協力を本多正彦実行
委員長と共に心よりお願い申し上げます。今年一年
間よろしく ! 入会記念有難うございます。

山本淳一君
菊地ガバナー補佐今年度よろしくおねがいいたしま
す。原田厚木中会長中野幹事、山田厚木県央会長、
髙澤幹事、ようこそお越し下さいましてありがとう
ございます。今年度よろしくおねがいいたします。

三宅壯平君
厚木中会長原田さんこの一年間ごくろうさまです。
健康に留意してがんばって下さい。

吉岡　敏君
菊地さん本日はご苦労様です。一年間楽しみながら
頑張って下さい。

西嶌洋一君
厚木中クラブ原田会長、中野幹事、厚木県央クラブ
山田会長ようこそいらっしゃいました。一年間のご
活躍をお祈り致します。原田先生その節はお世話に
なりました。

本多正彦君
菊地孝夫ガバナー補佐殿、御来会有難うございます。
一年間の御指導をよろしくお願い致します。所用の
ため、申し訳ありませんが欠席しています。

例会「クラブ協議会」

担当：山口巖雄会長

クラブ管理運営委員会

黄金井康巳 総括委員長
クラブ管理運営委員会の総括委員長の黄金井です。
副委員長は親睦委員長の滝澤さんです。どうぞよろ
しくお願い致します。
当委員会は、CLP に基づき、会場監督、クラブ財政、
スマイル・出席・プログラム、親睦活動の 4 委員会
を総括し、クラブの例会活動がスムーズに運営でき
るよう努めて参ります。
50 年の節目を終え、新たなる半世紀へのスタート
の年度となります。ロータリーは“クラブ”が基本
ですので、初心に戻り各委員会同士の連絡と連携を
密にし、楽しくロータリー活動ができるよう気配り
を行なって参りますので、会員皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。

会場監督

壽永純昭 委員長
歴史と伝統を大切にし、規律と品位を保ち厳粛な中
にも和やかな雰囲気で会員相互にくつろげる例会を
目指します。
食事中は楽しく歓談し、例会行事、卓話中は傾聴を
促し、マナーの順守と私語の自粛を求めます。
会員皆様のご協力をお願いします。

スマイル・出席・プログラム委員会

髙橋　浩 委員長
スマイル・出席・プログラム委員会は 2011 ～ 12 年
度鈴木茂男会員、金沢文明会員、十亀健志会員、滝
澤　勇会員、髙橋　浩の 5 人です。よろしくお願い
致します。
ロータリークラブ活動は原点は例会への参加であ
り、クラブ例会参加によって、会員同志の親睦が促



進されます。クラブ例会への積極的な出席よろしく
お願い申し上げます。
スマイルにつきましては、小さな喜びを多くの会員
で分かち合いたいと思います。たくさんのスマイル
お待ち致しております。
卓話につきましては、年間計画決めさせて頂きまし
た。ご担当日参りましたら何卒よろしくお願いしま
す。また会員数の関係から出席免除者であります先
輩会員にも卓話お願いさせて頂きました。何卒ご理
解いただけます様お願い申し上げます。
委員一同、1 年間よろしくお願い致します。

親睦活動委員会

滝澤　勇 委員長
　年間７回の親睦行事を通して、会員相互間並びに
会員家族間の友情と信頼、そして絆が一層強まるよ
う努めてまいります。
　皆様が参加しやすく、また、参加して楽しかった
と言っていただけるような親睦活動を目指し、親睦
活動委員全員で力を合わせて取り組んで参りますの
で、親睦活動に対して、皆様の積極的なご参加をお
願い致します。

クラブ広報委員会

山本淳一 総括委員長
広報委員会はロータリーに関する情報を一般の方々
に広めクラブの奉仕プロジェクトの活動を広報する
事です。
その事によって一般の方々がロータリークラブに関
心を向けていただければ会員増強のきっかけにもな
ろうかと存じます。
しかし増強につながらなくても、クラブの活動を多
くの方々に知らしめ、ロータリーを理解してもらえ
れば、と存じます。あと会報・IT 委員会は湯澤委
員長より、雑誌・広報・年史委員会は米山委員長よ
りくわしくご説明を申し上げます。

クラブ会報・IT 委員会

湯澤一孝 委員長
会報（週報）
週報の積み重ねで 51 年目の厚木 RC の軌跡が見える
ような「充実した週報」を会員に発信して参ります。
IT（Information Technology）情報技術
会員、家族、関係者等すべての方々にロータリー活
動をより理解して頂くために、厚木 RC の HP を通
じ、活気ある取り組み及び RI を紹介し、厚木 RC

に慣れ親しんで頂けるよう、更なる HP の充実化を
図って参ります。

会員増強委員会

西迫　哲 総括委員長
ロータリー情報、会員選考、職業分類、会員増強を
担当させていただきます。
歴史と伝統あるロータリークラブにふさわしく会員増
強につとめてまいりますので宜しくお願い致します。

ロータリー情報委員会

柳田純昭 副委員長
資料の 24P をご覧いただきたいと思います。特に
新会員に対し、一日も早くロータリーの精神と活動
を理解していただけるよう努めます。又、1 月には
新会員とパスト会長との炉辺会談を開催致します。

会員増強委員会

西迫　哲 委員長
職業分類の見直しを行い会員の少ない職業のリスト
アップや新会員の親睦を含め、関係者にお声がけさ
せていただきながら会員増強につとめます。

奉仕プロジェクト委員会

西嶌洋一委員長
奉仕プロジェクト委員会の西嶌です。P-26 を開け
て下さい。総括委員長は私で、副委員長は西迫一郎
さんで担当致します。
担当部門は職業奉仕部門が私で、社会奉仕部門は髙橋
宏さん、新世代奉仕は常磐重雄さん、国際奉仕部門は
西迫一郎さんと、皆さんアイディアマンですので、そ
れぞれの担当者のアイディアに期待しております。奉
仕プロジェクト委員会の仕事は、厚木クラブらしさを
忘れず、4大奉仕部門の調整役に徹していきたいと思っ
ておりますので、ご協力をお願いします。

職業奉仕委員会

西嶌洋一委員長
職業奉仕委員会の西嶌です。当委員会は私と、飛鳥
井豊さん、壽永純昭さんで担当致します。P-27 を
お目通しお願い致します。
職業奉仕の精神の大切さを認識していきたいと思っ
ております。又、職業奉仕月間には、親睦活動委員
会と合同で行うべく只今どの会社を見学するか検討
中であります。



国際奉仕委員会

西迫一郎 委員長
P-29 をお目通しをお願いします。

ロータリー財団委員会

難波有三 総括委員長
ロータリー財団は、地域レベル・全国レベル・国際
レベルの人道的、教育的文化交流プログラムを通じ
て、ロータリーの綱領とロータリーの使命を遂行し、
かつ世界理解と平和を達成しようとしています。こ
の活動を支援する事は私たちの務めです。今年度も
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会（部門）

難波有三 委員長
ロータリー財団の活動は、教育への支援を高め、貧

困を救済し、かつポリオ・プラスの撲滅を通じて、
世界理解、親善、平和を達成する事です。
また、2013 年度より発足するロータリー財団の「未
来の夢計画」の理解を深め、その実現への努力が必
要です。
　皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
募金目標
　ロータリー財団へ　　　一人１８０ドル以上
　ポリオ・プラスへ　　　一人 2,000 円

米山奨学委員会

吉岡　敏 委員長
東日本大震災に関する義捐金その他募金の頻度も多
いとは思いますが、ロータリーの奨学生育成も我々
ロータリアンにとって大切なプログラムです。
10 月の米山月間に協力要請をお願い致します。

平成２３年 ６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 4 100 47 100 15  常磐 重雄 4 100 39 83
2  板井　浩司 3 75 8 80 16  難波 有三 4 100 47 100
3  金沢 文明 4 100 34 72 17  西迫 一郎 4 100 28 60
4  黒栁 告芳 4 100 47 100 18  西迫    哲 4 100 47 100
5  黒栁 智太郎 2 50 26 55 19  西蔦 洋一 4 100 46 98
6  黄金井 康巳 4 100 47 100 20  平沼　義幸 1 50 1 50
7  小林    透 4 100 47 100 21  前田 賢一 4 100 45 96
8  鈴木　茂男 4 100 45 100 22  三宅 壮平 4 100 47 100
9  壽永 純昭 4 100 47 100 23  門田 高明 4 50 34 72
10  十亀　健志 4 100 39 83 24  柳田 純昭 4 100 47 100
11  高橋 秀典 4 100 42 89 25  山口 巖雄 4 100 46 98
12  髙橋 　 宏 4 100 43 91 26  湯澤 一孝 3 100 45 96
13  髙橋　  浩 4 100 47 100 27  米山 尚登 3 75 40 85
14  滝澤    勇 4 100 47 100

《出席免除者》
会田　明 青木　啓次 飛鳥井　豊 加藤　一郎 国方　達央 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（％）
　 ６ 月 進 捗 率
　 年度累計進捗率

出席率
（％）

出席
回数

出席率
（％）

No.

107.93

６ 月 年 度 累 計

出席
回数

出席率
（％）

出席率
（％）

140 1686

出席
回数

会　員　名No. 会　員　名

６ 月 年 度 累 計

出席
回数

６　月 年度累計 6.14

出席率（ ％ ） 95.71 91.87

出席者延人数 134 1549
計 算 延 人 数

出席報告　＜会員38名、出席対象33名＞

6 月 28 日例会　　確定出席率 91.18％ 7月 12日例会　　出席 30名　欠席 3名　出席率 90.91％
＜欠席者＞

　黒栁告芳君・門田高明君・西迫一郎君


