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2011～ 2012　国際ロータリー会長　カルヤン・バネルジー

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　…我らの生業

会長報告

◎ガバナー事務所より
・	地区補助金申請案内（２０１２～１３年度）
申請期間：１月１６日～３月１４日
添付書類：
（１）Ｒ財団地区補助金プログラムとは
（２）地区補助金申請フローチャート
（３）適格なプロジェクト、不適格なプロジェクト
（４）ロータリー財団地区補助金申請所

・	「新財団補助金に関する勉強会」
日時：2月8日（水）14時30分～ 16時30分
場所：藤沢駅南口　第1相澤ビル6F会議室

・	バンコク国際大会　日本人親善朝食会について
のお願い
日時：５月６日（日）開場　６時
　　　朝食会　６時３０分～８時
場所：THE	IMPERIAL	QUEEN'S	PARK	HOTEL
（ザ	インペリアル	クイーンズ	パーク	ホテル）
会費：１人　４，８００円　（着席式・自由席）
締切日：3月26日	キャンセル・変更は4月6日まで

・	バンコク国際大会	JAPAN	NIGHT	PARTYの
ご案内
日時：5月6日（日）18時～ 21時
場所：ロイヤルオーキッドシェラトン	
会費：10,000円　（ご家族・ご友人は5,000円）
締切日：3月15日　

◎大和ロータリークラブより
・	創立50周年記念式典のご案内
日時：3月11日（日）記念式典受付　13時30分
　　　式典　14時30分
　　　祝宴　17時15分
場所：オークラフロンティアホテル海老名

◎平塚ロータリークラブより
・	創立５５周年記念例会
日時：2月2日（木）記念式典受付	11時30分
　　　式典　12時
　　　記念講演会　14時	林家	木久扇氏（落語家）
場所：グランドホテル神奈中	平塚	2階	百合の間

◎ロータリー米山記念奨学会より
・	ハイライトよねやま142

幹事報告

◎例会変更　
＊相模原南ＲＣ　
・2000回記念例会
日時：1月31日（火）18時点鐘	懇親会	18時30分
場所：横浜銀行　相模大野支店

＊綾瀬春日ＲＣ　
・第４グループ６ＲＣ合同例会並びにＩ．Ｍ．
日時：2月1日（水）→4日（土）13時点鐘
場所：寒川神社　参集殿

＊寒川ＲＣ　
・第４グループ６ＲＣ合同例会並びにＩ．Ｍ．
日時：2月6日（月）→4日（土）13時点鐘
場所：寒川神社　参集殿

◎週報

第2498例会（1月17日）☆司会　前田賢一 副SAA

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。」

＊誕生日
　金沢文明君（1月	29日）
　本多正彦君（1月	30日）

＊結婚記念日
　髙橋　浩君（1月	30日）

＊入会記念日
　青木啓次君（S45.1.27）
　和田正幸君（S45.1.27）
　本多正彦君（S62.1.27）

今日の例会（2012 年 1 月 24 日）

「ロータリー理解推進月間」
担当：國方達央君

講師：RI第2780地区研修委員会	副委員長　髙橋晃氏（海老名RC）

次回の例会（2012 年 1 月 31 日）

「例会2500回を迎えて」
担当：壽永純昭	君



１．厚木中ＲＣ
２．大和田園ＲＣ
３．相模原南ＲＣ
４．相模原グリーンＲＣ

スマイル報告

柳田純昭君
事業所開設のお祝い有難うございます。販売会社
となって45年が過ぎました。昨年事務所を移転し
新たな気持ちで事業に専念したいと思います。

前田賢一君
事業所開設ありがとうございます。44年になり
ます。賀詞交換会と先週の例会を出席せず、今日は

バッジを忘れてしまいまして、重ね重ねおわび申し
上げます。本年こそは引き締めて参ります。よろし
くお願いします。

髙橋　宏君
本日は結婚記念のお祝いありがとうございます。何
とか24回目を迎える事ができました。

会田義明君
本日は入会記念のお祝いありがとうございました。
お礼のスマイルをさせていただきます。

滝澤　勇君
入会記念日のお祝いありがとうございました。お陰様
で入会後3年が経ちました。今後共よろしくお願い致
します。

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

黄金井康己君

クラブ運営委員会の総括委員長の黄金井です。
前半の半年が経過いたしましたが、円滑なクラブ運
営が図られております。毎週の花のある例会には、
SAAの壽永さんを筆頭に、会員皆様のご協力の下で、
毎週季節を感じられるお花を添えていただき、和や
かな雰囲気の例会になっています。
また、財務状況やスマイル・出席・プログラムも順
調に推移しています。
そして、クラブ運営の要となる親睦活動ですが、滝澤
委員長さんを中心に親睦委員の皆様で「夏の納涼親
睦例会」「クリスマス例会」とそれぞれ趣向を凝らし

ていただきました。4月初めには「春の親睦例会」が
ありますが、親睦委員会でこれから検討していただ
き、山口会長の方針である、会員相互の親睦を大切
に、ロータリーを楽しく満喫した1年となるようあと
半年務めて参りますので、会員皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。

クラブ広報委員会

米山尚登君

ロータリーの友とご家族、社員、ご友人など一般の
方々にも気軽に読めるようにしておく事によりロー
タリーの活動を社会に広く伝える事となり、会員増
強のきっかけになると思います。



会員増強委員会

西迫　哲君

職業分類を見直し等を行いながら活動しております。
年も変わり、後半、もう一度力を入れ増強に励みます。
ロータリー情報は國方委員長により、24日に炉辺会
談を開催する等行なっております。
会員選考職業分類は黄金井一太委員長とタッグを組
み、会員の資質の維持をはかりながら増強に力を入
れております。

奉仕プロジェクト委員会

西嶌洋一君

職業奉仕委員会（西嶌洋一・飛鳥井豊・壽永純昭 ）
職業奉仕月間の23年10月11日親睦委員会と合同
で日産座間倉庫クラシックカーの見学と横浜ロ
イヤルパークホテルでの懇親会を実施しました。

社会奉仕委員会（髙橋宏・金沢文明・鈴木茂男）
河川の清掃を実施しました。

新世代奉仕委員会（常磐重雄・米山尚登）
市内五大学に働きかけて、東北震災地へのボラ
ンティアを企画しましたが、参加者が少数のた

め応募してきた湘北短大の女子学生6名を他の
ボランティアへ斡旋しました。（費用負担は当
クラブ持ち）

国際奉仕委員会（西迫一郎・清水忠直・髙橋　宏）
50周年でのタイとの交流を生かしていきたいの
で、これからタイとの交流をいかにするか早急
に検討します。（R.I国際大会は、タイ、バンコク
で5月に行われるため。）

なお、奉仕プロジェクト委員会としては、4大奉仕部
門合同に奉仕活動で何ができるかを検討して予算の
使途を考えて参ります。

ロータリー財団委員会

難波有三君

ロータリー財団の諸活動を通して、世界理解、親善、そ
して平和を達成することです。私達ロータリアンは財
団の意義を理解し積極的に寄与していきましょう。
現在までの寄付額
米山奨学	 740,000円
ロータリー財団	 493,000円
ポリオプラス	 76,000円
東日本大震災	 166,000円
10月4日	 米山月間の時に当クラブの奨学生である

張瑞さんに「日本の食品廃棄物の研究」と
いうテーマで卓話をいただく。

11月8日	 ロータリー財団月間の時には、財団学友
会の森重さとりさんに「RCを通して与え
られた機会」というテーマで卓話をして
いただく。

IM 委員会報告より

本田正彦君
IMプログラム
登	録　受　付　13:00	～ 13:30

Ⅰ 部　開　会　式　13:30 ～ 14:00（2 階　暁紅）
司会	ホストクラブS.A.A.	壽永　純昭
・点鐘　RI第2780地区第6Gガバナー補佐　菊地孝夫
・	開会の言葉　IM	実行委員長	 本多正彦



・国家斉唱　「君が代」　ソングリーダー　西迫一郎
・ロータリーソング	「奉仕の理想」	ソングリーダー　西迫一郎
・物故会員の黙祷	RI第2780地区第6Gガバナー補佐	菊地孝夫
・ガバナー補佐挨拶	RI第2780地区第6Gガバナー補佐	菊地孝夫
・歓迎の言葉　ホストクラブ会長　山口巖雄
・来賓紹介　ガバナー補佐　菊地孝夫
・ガバナー挨拶　RI	第2780地区ガバナー	森　洋様
Ⅱ 部　特別講演　14：00 ～ 15：00（2 階　暁紅）
講師紹介ホストクラブ会長　山口巖雄
・	講	師　(前衆議院議長)	河野洋平氏
・	演	題　「世界平和と日本」
・	謝	辞　実行委員長　本多正彦

休 憩　15：00 ～ 15：15

Ⅲ 部　パネルディスカッション　15：15 ～ 16：45
（2 階　暁紅）

「ロータリーの未来を考える－会員増強について」
コーディネーター　ガバナー補佐　菊地孝夫

（各クラブ一名）

Ⅳ 部　閉会式　16：45 ～ 17：00（2 階　暁紅）
司会	ホストクラブ副ＳＡＡ	前田賢一
・次期ガバナー補佐紹介　ガバナー補佐　菊地孝夫
・次期ガバナー補佐挨拶　厚木ＲＣ　壽永純昭
・次期ホストクラブ発表　ガバナー補佐　菊地孝夫
・次期ホストクラブ会長挨拶　座間ＲＣ会長　櫻田弘行
・	閉会のことば　実行副委員長　黄金井康巳
・	点鐘　ガバナー補佐　菊地孝夫
・	諸事お知らせ　ホストクラブ副SAA　前田賢一

Ⅴ 部　懇親会　17：10 ～ 18：30（3 階　相模）
・	開会の言葉（司会）　懇親委員長　西迫　哲
・	乾杯　長寿会員　飛鳥井　豊

《歓談・余興》
・閉会の言葉　ホストクラブ副会長　小林　透
・	ロータリーソング　「手に手つないで」	

ソングリーダー　西迫　一郎

今日のお花

椿（壽永純昭	君）

第 77 回　厚木 RC 初春ゴルフコンペ 

2012年1月18日（水）
本厚木カントリークラブ

優勝　　山口巖雄君
準優勝　西嶌洋一君
三位　　会田義明君

次回4月11日（水）本厚木カントリークラブ
幹事　山口巖雄君、小林　透君

出席報告　＜会員 38 名、出席対象 33 名＞

1 月 6日例会　　確定出席率 84.85％ 1月 17日例会　　出席 25名　欠席 8名　出席率 75.76％
＜事後メイク＞
　難波有三君（地区）

＜欠席＞
　黒栁告芳君・丸田隆弘君・板井浩司君・今　和広君
　平沼義幸君・西迫一郎君・田口周介君・金沢文明君


