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第2567回例会（7月2日）☆司会

柳田純昭 SAA

点鐘 …髙橋 宏会長

ご理解とご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

斉唱

小林

透直前会長

髙橋

宏新会長一年間よろしくお願いいたします。

…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

本多正彦君
新しいロータリー年度の門出をお祝い致します。髙
橋会長、常磐幹事の力量で楽しい思い出に残る例会
を期待しています。
本多正彦君
壽永ガバナー補佐殿、約2年間のご活躍ご苦労様でし
た。そしてENDには遠路ポルトガルへの遠征お疲れ
様でした。楽しい異国のお話しを期待してます。
山口巖雄君
髙橋会長はじめ役員の皆様一年間宜しくお願いしま

ギルマンガ・アマーニ君

す。お身体に充分お気を付け有意義な1年であります

（米山奨学生 神奈川工科大学）

ように!!

会長報告

山口巖雄君

◎ガバナー事務所

より

・ インターアクト通信
◎愛川町社会福祉協議会

和田勝美さんご入会お目出とうございます。お父さ
創刊号・７月号

んに変わって入会、お父さんに負けないような素晴

より

らしいロータリアンになって下さい。これからも宜

・ 会長、退任・就任のご挨拶

しくお願いします。

幹事報告

黄金井康巳君
新年度、髙橋会長、常磐幹事の一年間の御活躍を祈念

◎例会変更

し、スマイルいたします。

・ 綾瀬春日ＲＣ
７月10日（水）→移動例会

会長幹事慰労会

國方達央君

場所：箱根水明荘

髙橋

宏会長、常磐重雄幹事、今日から本年度のス

点鐘：18時30分

タートです。1年間頑張って楽しいクラブを作って
下さい。

スマイル

吉岡

髙橋 宏会長・前田賢一副会長
常磐重雄幹事・髙橋 浩副幹事

敏君

いよいよ髙橋丸の出航となりました。常磐幹事共々

いよいよ新年度がスタートいたします。1年間、皆様の

楽しい航海となりますよう応援して参ります。

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。」
＊夫人誕生日

＊結婚記念日

本多正彦君（多恵子夫人 11日）

＊入会記念日

板井浩司君（10日）

今日の例会（2013 年 7 月 9 日）

次回の例会（2013 年 7 月 16 日）

「クラブ協議会」
担当：髙橋

壽永純昭君（H4.7.14）

「クラブフォーラム」
宏会長

担当：壽永純昭君

西嶌洋一君

ご指導宜しくお願い致します。

髙橋年度がスタートしました。髙橋会長、常磐幹事の

壽永純昭君

一年間のご活躍をお祈り致します。
西迫

哲君

●リスボン世界大会へ出席してきました。大変すば
らしく感動の涙でした。●本日より髙橋年度のス

髙橋会長一年間宜しくお願い致します。又、入会記念

タートです。出席、スマイルを担当します。高額スマ

ありがとうございます。兄の分もがんばりますので

イルを期待します。一年間よろしく！●新会員和田

引き続きのご指導重ねてお願い申し上げます。

勝美さんの入会を歓迎します。

森住

今日のお花

等君

和田さん入会おめでとうございます。
私も入会してま
だ1年しかたっていませんが…、楽しくおつきあいを
お願いします。
あとテーブルにあるポッキーは下見に
行った時に買ってきました。
家庭のみやげにどうぞ。
柳田純昭 SAA・十亀健志君
髙橋年度の会場監督を柳田と十亀で担当致します。
1年間皆様のご協力を宜しくお願い致します。
米山尚登君
妻の誕生祝いありがとうございます。髙橋新会長一
年間がんばって下さい。
渡辺伸一君
ふいり額紫陽花（壽永純昭君）

髙橋さん会長ご就任おめでとうございます。1年間

「新年度活動方針」
担当：髙橋

2013-2014の厚木ロータリ－クラブの会長をさせ
ていただく高橋宏です
今日から、前田副会長、常磐幹事、高橋浩副幹事の

宏会長

指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
さて本年度の活動方針ですが
まず活動計画書１ページにあります本年度RI会長

４名でこのメインテーブルに座らせていただくこと

ロンD．バートンさんが[ロータリーを実践しみんな

になりました。

に豊かな人生を]というテーマを掲げられています。

私は平成１６年１月に前ガバナー補佐の寿永さんの
ご紹介で入会させていただき、
その時の会長が国方さ
ん、
幹事は今は退会されている難波有三さんでした。
以来速いもので丸９年が過ぎ、まだまだ経験不足

１ページ下から６行目から書かれている
ロータリアンであるということは、単に週一度例
会に出席するよりも、ずっと大きな責任です。

そ

れは、独特な方法で、世界を見ること、そして、その世

で、若輩で、世間知らずの自分が図らずも、この歴史

界における自分の役割を見ることです。地域社会の

と伝統のある当クラブの会長という大役を仰せつか

問題を自分自身の責任として受け止め、それに基づ

ることとなり、責任の重さに緊張しておりますが、こ

いて行動し、イニシアチブを発揮し、最善の努力をす

のプレッシャーを楽しみながら、１年間一生懸命努

ること、簡単な道ではなく、正しい道を歩むことを意

めさせていただきますので、会員の皆様のご協力、ご

味します。

髙橋宏会長

勿論例会出席は当たり前ですが単なる一会員で

テーマでお願いしたいと思います。プログラムを見

いるか、真のロータリアンとなるかの選択であると

ていただきたいのですが３９ページからです小林直

言っています。

前会長、山口パスト会長、柳田パスト会長……. ６月

そこでロータリーを真に実践し、ロータリーの奉

１７日の最後の卓話は黄金井一太チャーターにお願

仕と価値観を日々生かす決意をすれば、自分がいか

いしたいと思います。皆様お気づきだと思いますが

に素晴らしい影響をもたらすことができるかが見え

歴代会長です。

てくるでしょう。そして何よりもあなた自身の人生
が一番豊かになるはずですと言われてます。

卓話の内容については厚木ロータリークラブに
入ってよかったこと、楽しかったこと、苦労されたこ

我々もチャレンジしようではありませんか。

と、歴史と伝統、思い出話を頂ければ幸いです。また

次に地区ですが、
第２７８０地区ガバナーは、
ふじ

会長時代のエピソード等もお話しいただければ新し

さわ湘南ロータリークラブの相澤光春さん、
ガバナー

い会員が先輩方のご苦労や、ご努力をお伺いして今

補佐は大和ロータリークラブの佐々木和夫さんです。

後の活動の参考にさせていただきたいと思います。

地区活動方針ですが、３ページ４ページに書いて

そして最後ですが会員の増強をぜひともお願いい

ありますのでおめどおしください。
９月3日にガバナー公式訪問前のクラブ協議会が

たします。
会員一人ひとりが常に推薦できる方がいる
かどうか意識を持ち続けていただきたいと思います。

あり佐々木補佐がお見えになり、９月１７日にガバ

またお子様、ご兄弟、退会者の後継者、退会者の再

ナー公式訪問がありますのでそのときまでに未来の

入会等々考えられることすべてよろしくお願いいた

夢計画、戦略会議その他について皆で調査研究をし、

します。

理解し、確認等したいとおもいます。
また地区より委嘱された役員として クラブ奉仕
委員会副委員長として寿永さんをお願いしています。
さて厚木ロータリーの本年度の方針ですが、１９

本年度は米山奨学生のキルマンガ・アマーニ君(神
奈川工科大学４年)と交換留学生リヴ・パウルさん(厚
木高校)をお引き受けしてますのでそのご協力も皆
様方よろしくお願いいたします。

ページに記載しておりますが一応よまさせていただ

とくに

きます。

米山奨学生のカウンセラー小林さん

具体的には、プログラムにも記載の通り本年度３

交換留学生のカウンセラーの柳田さん、ホスト

回クラブフォーラムを開催したいと思います。７月

ファミリーの栗原さん前田さん西迫さんよろしくお

１６日クラブ管理運営委員長の寿永さんに進行を

願いいたします

お願いして会員一人ひとりの考えをお聞きし、１２

最後に年度計画書の中に総括委員長、各委員長、委

月２４日、５月２０日はクラブ研修リーダーの山

員さんの思いが書かれていますのでお目通しをお願

本さんに進行をお願いして開催したいと思います。

いいたします。

フォーラムの内容ですが、会員増強、未来の夢計画、
戦略会議その他をお願いできればと考えています。
次に卓話ですが基本的にこの一年間通して同じ

これから一年間前田副会長、常磐幹事、高橋副幹事
と一緒に一生懸命頑張りますので、会員皆様方のご
協力を重ねてお願いいたします

常磐幹事

柳田ＳＡＡ

壽永会員

前会長章授与

前幹事章授与

新会員紹介
ふりがな
氏名
事業所住所
推薦者
所属クラブ

わだ かつみ
和田 勝美君（53 歳）
厚木市中町 2 － 2 － 8
壽永純昭
職業分類 医療品配布
クラブ管理運営委員会

出席報告

＜会員 36 名、出席対象 35 名＞

6 月 18 日例会
確定出席率 87.50％
＜事後メイク＞
今 和広君（6/28 厚木県央RC）

7 月 2 日例会
出席 35 名 欠席 1 名
＜事前メイク＞
前島憲司君（6/26 厚木中RC）

出席率 100.00％

