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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

ゲスト紹介

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
・	国際奉仕プロジェクトへの協力依頼
1.	福島県立医大病院に対する甲状腺検査車両の
提供
2.	ＡＭＤＡ社会開発機構によるミャンマー・マ
イクロクレジット支援
3.	ヤンゴンの僧院にトイレの寄贈

・女性会員、本年度入会会員の調査について（依頼）
◎Ｒ米山記念奨学会より
・	バンコク国際大会ブース出展および「米山ナイ
ト」開催のご案内
1.	「友愛の家」にブース出展
2.	「米山ナイト」のご案内　海外4番目の米山学

友会創立懇親会　
日時：5月6日（日）17時30分～ 19時30分
場所：ロイヤル・オーキッド・シェラトン・

ホテル＆タワーズ
会費：5,000円（立食）

◎平塚ＲＣより
・	創立55周年記念例会　ご臨席のお礼
・	会報
◎盛岡西北ＲＣより
・	ソーラー街灯設置への協力のお願い

幹事報告

◎例会変更　
＊綾瀬RC　
・休会　3月20日（火）　春分の日
＊寒川RC　
・移動例会（花見家族例会）　
日時：4月2日（月）　18時　点鐘
場所：オークラフロンティア海老名

◎週報
1.	厚木中ＲＣ
2.	相模原ＲＣ
3.	相模原南ＲＣ

スマイル

三宅壯平君
米山奨学生	張　瑞さんが2年間皆様におせわになり
ました。無事すごすことが出来ましたことに感謝申
し上げます。

第2506例会（3月13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。」

＊事業所開設
　本多正彦君（3月27日）
　髙橋　宏君（4月 1日）

　十亀健志君（4月 1日）
　鈴木茂男君（4月 1日）

＊誕生日
　平沼義幸君（3月28日）
　柳田純昭君（3月29日）
　前田賢一君（4月 1日）

今日の例会（2012年 3月27日）

「未定」
担当：金沢文明君

次回の例会（2012年 4月3日）

「ロータリー雑誌月刊」
担当：雑誌・広報・年史委員長



山本淳一君
先週の創立記念例会では私共の宿をご利用いただ
き、ありがとうございました。黄金井酒造様のにごり
酒・スタウトも宴席を盛りあげていただき、ごちそ
うさまでした。

和田正幸君
永い間休会をし申訳ありませんでした。御迷惑をお
掛けしました。今後も時には休むと思いますがよろ
しくお願いします。

西迫　哲君
明後日は確定申告〆切日です。私はまだですが皆様
より所得税の納税額が少ないのでスマイルします。

黒栁告芳君
すみません、ロータリーバッヂを忘れました。

髙橋　浩君
誕生日お祝いありがとうございました。

卓話「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 総括委員長
クラブ管理運営委員会ですが、前回のクラブ協議会で
もご報告いたしましたように、今年度はクラブ管理運
営委員会4部門の各委員長さんのご尽力と会員皆様の
ご協力により、大変に円滑なクラブ運営が行われてお
ります。皆様のご協力に感謝申し上げます。
今年度もあと３ヶ月半を残すところとなりましたが爽
やかに締めくくれますように今後も努力して参ります。
尚、各委員会の状況につきましては、この後、各4部門
の委員長さんより各々詳細なご報告をいただきます。

会場監督

前田賢一 副 SAA
今日は壽永SAAさんはPETSの為、代理で発表いたし
ます。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

会を目指しまして、皆様のより一層のご協力をお願い
致します。

クラブ財政委員会

平沼義幸 委員長
クラブ会計につきましては当初の事業計画書に記載
致しました通り「会長幹事及び理事会が常にクラブ
財政を正確に把握できるようにし、クラブ運営に当
たって支障をきたすことのないよう、厳密かつ正確
な会計管理を行います」との原則に則り、適正に運営
されております。尚、12月までの予算実績対比につ
きましては現在、集計作業を行なっておりますが順
調に運営されています事を併せてご報告致します。

スマイル・出席・プログラム委員会

髙橋　浩 委員長
会員の皆様にはいつもお世話になり誠にありがとう



ございます。ご多忙の中ロータリークラブ活動の原
点である例会への出席尽力心より感謝いたします。
例会出席率につきましては7月～ 1月迄の７カ月
80％台の出席率の月が２か月のみ、他の月は90%以
上、10月につきましては97.73%を記録させて頂きご
協力ありがとうございました。
スマイルにつきましては毎回たくさんの嬉しい報告
をたくさんいただきありがとうございます。目標額
70万円には着実に近づいていますが、尚、一層の多く
のスマイルお願い申し上げます。
卓話につきましては、たくさんの皆様にこころよく
お引受け頂き感謝申し上げます。特に出席免除に該
当する先輩会員につきましては会員数が少ないため
永くにわたりご負担かけてしまい申し訳ありませ
ん。今後ともご協力よろしくお願い申し上げます。

親睦活動委員会

滝澤　勇 委員長
親睦活動委員会は、親睦活動を通して、会員相互間並
びに会員家族の友情と信頼を一層強めること、また、
参加して楽しい親睦活動を目指してまいりました。
8月23日に実施しました「納涼親睦例会」はバス旅行
で、山梨県の忍野八海を巡り、その後、笛吹市の御坂
農園でのぶどう狩り、そしてフルーツパーク富士屋
ホテルでの食事会を楽しみました。参加者は会員16
名、会員の奥様10名、ご家族5名の31名でした。
また、忘年親睦例会は、12月13日に、厚木レンブラン
トホテルで行いました。参加者は、会員28名、奥様14
名、ご家族11名、ゲスト2名、合計55名で、多くの皆様
にご参加いただきました。アトラクションは、北見マ
キさんのマジックショーで、皆様にお楽しみいただ
けたことと思います。
また、10月11日には、職業奉仕委員会との合同親睦
例会を、横浜ロイヤルパークホテルで行いました。今
年度の行事としては、4月3日の「春の親睦例会」と6
月26日の「1年間を顧みて」の移動例会が残っていま
す。今後も皆様の積極的なご参加をお願い致します。
親睦活動委員長を初めて務めさせていただきました

が、皆様にご協力いただき、感謝しております。特に、
毎回美味しいお酒とビールをご提供いただいており
ます黄金井酒造様、本当にありがとうございます。ま
た、納涼親睦例会では、アサヒビールさんから、バス
の中でということで、たくさんの飲み物をいただき
ました。ありがとうございました。
最後に、親睦活動の委員として積極的に活動してい
ただきました親睦活動委員の全員にお礼を申し上げ
たいと思います。ご協力ありがとうございました。

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
に広める事です。その事が増強につなげられればと
は思いますが、難しい事です。

クラブ広報・IT 委員会

湯澤一孝委員長
週報の積み重ねで51年目の厚木RCの軌跡が見える
ようにし「充実した週報」を会員の皆さまに発信する
という事で昨年の7月からスタートしました。8月の
納涼親睦会、11月の認証状伝達記念例会、1月の5ク
ラブ合同賀詞交歓会、2月の第6グループIM、3月6
日先週に実践しました創立記念例会（51周年）等発信
してまいりました。今後も見て楽しいまた次世代の
方々伝承できる週報を作成してまいりますのでご協
力の程宜しくお願い致します。



雑誌・広報・年史委員会

米山尚登委員長
ロータリーの友は購読義務です。とにかくロータリー
を理解するため読んでいただきたいと思います。

ロータリー情報委員会

柳田純昭副委員長
9月に入会3年未満の新会員を対象に情報委員会を開
催。1月のロータリー理解推進月間には、第2780地区
情報委員会の髙橋副委員長に卓話をしていただきま
した。又、1月24日には炉辺会談を開催し4名の新会員
と多くのパスト会長に参加頂き、なごやかなうちに終
える事が出来ました。

会員増強委員会

西迫　哲委員長
現在の所、残念ではありますが髙橋宏さんからご紹介
いただいた丸田さん一名が純増です。今後職業分類等
を確認し一人でも多くのロータリアンを生みだすべ
く増強に努めますのでご協力をお願い致します。

奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕委員会

西嶌洋一 総括委員長
奉仕プロジェクト委員会の総括委員長は私で副委員
長は西迫一郎さんです。
職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕が総括担当
となりますが、本日は各委員長が発表する予定ですの
で、私は職業奉仕委員会の発表のみをさせて頂きます。
委員長は私で、副委員長は飛鳥井豊先生、委員は壽永
純昭さんです。職業奉仕委員会の行事は、すでに終了
しておりますので強いて言えば四つのテストを良く
理解する事をお願い致します。

新世代奉仕委員会

常磐重雄委員長
新世代に対するロータリークラブの啓蒙活動とし
て、厚木五大学共同東日本大震災ボランティア派遣
を企画しました。
湘北短大の学生6名を気仙沼に派遣し、その成果も卓
話でご報告頂きました。
今後の活動としては、厚木ボーイスカウト・ガール
スカウト会への支援を行う予定です。



社会奉仕委員会

髙橋　宏 委員長
例年8月の花火大会の翌日の三川合流地点での清掃
活動の予定が東日本大震災の為、花火大会が中止と
なりましたが、後日開催された11月5日（土）の花火大
会の翌日に多数の会員、家族、従業員の皆様に参加い
ただき、清掃活動を行う事ができました。

国際奉仕委員会

西嶌洋一 （代理）
国際事業プロジェクトへの協力依頼がきております
ので、その中のいかなる寄付に協力するか検討して
参ります。

ロータリー財団委員会
皆様には財団・米山奨学にご協力頂き有り難うござ
いました。あと３ヶ月ありますので目標まであと一
歩でありますので、ご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。この1年間米山奨学生	張	瑞がおせわ
になりました。

米山奨学委員会

吉岡　敏 委員長
目標とした会員一人当たり2万円以上は、皆様のご協
力により大きく目標をうわまわって達成することが
出来ました。有り難うございました。

2011-2012 年 
 ３月理事・役員会 

 

日 時   ３月１３日（火）１３：３０（例会終了後）～ 

場 所  厚木商工会議所 ５階大会議室 

 
1. 会長挨拶   山口巖雄 会長 

 
2. 例会行事 
 ３月度例会 

６日(火)  創立記念例会（51 周年） 山口巖雄会長 
            （移動例会） 

１３日(火)  クラブ協議会      山口巖雄会長 
２０日(火)   休会 
２７日(火)               金沢文明 

 
 ４月度例会 

３日(金)  春の親睦例会（移動例会）滝澤勇 親睦活動委員長 
１０日(火)  ロータリー雑誌月間   米山尚登 雑誌・広報・年史 

委員長 
１７日(火)   次年度委員会例会    小林透次年度会長 
２４日(火)               三宅壯平 

   
3. 議題 

①３月２７日の例会について         金沢文明 
   ②４月 ３日の理事役員会変更について 

③４月 ３日春の親睦例会(移動)について  滝澤勇 親睦活動委員長 
④４月１７日次年度委員会例会について  小林透次年度会長 
⑤国際事業プロジェクトへの協力依頼について 
                    山口巖雄会長 
⑥その他 

 
【次回理事・役員会予定】４月１０日 例会終了後 ４０８号室 



出席報告　＜会員38名、出席対象33名＞

2 月 28 日例会　　確定出席率 97.06％ 2月 28日例会　　出席 27名　欠席 4名　出席率 90.91％
＜事後メイク＞
　山口巖雄会長（3月11日	大和RC）

＜事前メイク＞
　小林　透君（PETS）
　壽永純昭君（PETS）
＜欠席＞
　米山尚登君・難波有三君


