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点鐘　…山口巖雄 会長

斉唱　…厚木 RC の歌

ゲスト紹介

国際ロータリー 第 2780 地区ガバナー
森　洋様（横須賀北 RC）

国際ロータリー 第 2780 地区ガバナー補佐
菊地孝夫様（海老名欅 RC）

ビジター紹介

田口幸一様（厚木県央 RC）

井上敏夫様（厚木中 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 青少年交換学生募集の件

募集要項、志願所、推薦書、確認書、募集ポスター
◎国際ロータリー日本事務局より

・ 8 月のロータリーレート 82 円（7 月）→ 80 円
◎厚木市より

・ 平成 23 年度厚木市戦没者追悼式の開催について
日時：8 月 18 日（木）10 時 30 分～ 11 時 40 分
場所：厚木市文化会館　大ホール

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ ロータリー米山記念奨学会ニュース

◎厚木商工会議所女性会より
・ ブルーウェーブあつぎチャリティーコンサート

PR について（お願い）
日時：10 月 14 日（金）18 時～
場所：厚木市文化会館　小ホール

幹事報告

◎例会変更　
＊厚木中ＲＣ

・納涼家族親睦例会　東京湾サンセットクルーズ

第2475回例会（7月26日）☆司会　壽永純昭 SAA

今日の例会（2011年 8月2日）

「青少年教育センターの事業内容・その他」
担当：鈴木茂男君

講師：佐藤弘幸様（厚木市青少年教育センター 副主幹（兼）指導主事）

次回の例会（2011年 8月9日）

「会員増強及び拡大月間」
担当：会員増強委員長

＊事業所開設
　西嶌洋一君（8 月 15 日）

＊会員誕生日
　飛鳥井豊君（8 月 9 日）
　髙橋　宏君（8 月 13 日）

＊入会記念日
　西嶌洋一君（平成 7 年 8 月 8 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。」



日時：8 月 3 日（水）18 時　点鐘
・休会　8 月 10 日（水）

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 相模原ＲＣ
3. 相模原南ＲＣ
4. 相模原グリーンＲＣ
5. 秦野ＲＣ
6. 川崎ＲＣ

今日のお花

百
さ る す べ り

日紅（壽永純昭君）

スマイル

森　洋ガバナー（横須賀北 RC）
公式訪問に伺いました。30 年来の山口さんが会長
というのも何かの縁を感じます。本日はよろしくお
願いします。

菊地孝夫ガバナー補佐（海老名欅 RC）
本日は公式訪問のお伴でお伺い致しました。歴史あ
る厚木ロータリークラブさんの例会を拝見させて頂
く事を楽しみにしております。

井上敏夫様（厚木中 RC）
メークアップにまいりました。山口会長よろしくお願
いいたします。

田口幸一様（厚木県央 RC）
本日もお世話になります。

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
森ガバナー、菊池ガバナー補佐本日はようこそ厚木の
地へおいで下さいました。また本日は早い時間よりお
こしいただき当クラブの為にご準備いただきありがと
うございます。今日はよろしくお願い申し上げます。
これより先まだ多くのクラブを訪問なされると思いま
すが、お身体に気をつけていただきたいと思います。

山口巖雄会長・会田義明幹事
田口さん先日に引き続きようこそおこし下さいました。
本日はガバナー公式訪問日ですが、ごゆっくりとお過
ごし下さい。

山口巖雄会長・会田義明幹事
井上さんようこそおいで下さいました。また先日の
市議会選挙におかれましてはご当選おめでとうござ
いました。本日はごゆっくりお過し下さい。

柳田純昭直前会長
森ガバナー、菊地ガナバー補佐、本日はようこそおい
で下さいました。1 年間ご指導宜しくお願い致します。

難波有三君
森洋ガバナー、菊池孝夫ガバナー補佐昨日の財団セ
ミナーでは大変お世話になりました。また本日はご
来厚いただきありがとうございます。ご指導よろし
くお願い致します。

壽永純昭君
本日は森ガバナーご多忙中の公式訪問大変ご苦労様
です。適切なご教導をいただけます様お願い致しま
す。IM についてもお話しをお願いします。

山本淳一君
森ガバナー、本日は公式訪問下さりありがとうござ
います。ご指導よろしくおねがいいたします。菊地
ガバナー補佐、引き続きありがとうございます。

清水忠直君
本日は森ガバナーをお迎えすることができ私は勿
論、会員一同、感謝申し上げます。

本多正彦君
早い時季のガバナー公式訪問、有難うございます。
森洋ガバナー殿、よろしく御指導をお願いします。
菊地ガバナー補佐殿にも、日頃の御指導をよろしく
お願いします。

吉岡　敏君
森ガバナー本日はご苦労様でございます。一年間宜
しくお願い致します。

西嶌洋一君
井上先生ようこそ。当選あめでとうございます。こ
れからのご活躍を期待しております。

小林　透君
田口君ようこそ…厚木 RC へ入会して下さい。

飛鳥井豊君
去る 7 月 19 日に予定しておりましたゴルフコンペ
は台風のため中止とさせていただきました。次回
10 月 20 日には多数の参加お願いします。又、引き
続き小林、西嶌さんお願いします。

和田正幸君
時季としては少しおそかったが箱根のアジサイを見
に行き富士屋ホテルで食事をしたその時ビールを飲
んだが何とビールの製造元が黄金井さんの所だっ
た、ビックリもしたし、嬉しくもあったのでスマイ



出席報告　＜会員39名、出席対象35名＞

7 月 12 日例会　　確定出席率 93.94％ 7 月 26 日例会　　出席 33 名　欠席 2 名　出席率 94.29％
＜事後メイク＞

　黒栁告芳君（タイ ナコパナム）
＜欠席者＞

　前田賢一君・米山尚登君

ルをします。そして俳句を 1 つ
「箱根地でビール飲んだら厚木産」

以上で終わります。

例会「ガバナー公式訪問」

担当：山口巖雄会長

2010 ～ 11年度の地区運営方針
｢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 1 クラブ目標 3 人純増｡
7. R 財団への寄付増進一人当たり 180 ドル以上、

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一人当たり 20,000 円
以上の目標

9. 地区組織の効率化
10. クラブと地区との融和
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マッチンググランを含む

支援と取り組み
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

国際ロータリー 第 2780 地区ガバナー

森　　洋様
横須賀北 RC


