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2013 〜 2014

国際ロータリー会長

ロン D. バートン

第2575回例会（9月3日）☆司会
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点鐘 …髙橋 宏会長

会長報告

斉唱

◎ガバナー事務所

…君が代・厚木 RC の歌

より

・ 9月のロータリーレート

ゲスト紹介

・ RI

1ドル=100円

Website会員アクセスについて

・ DDF方針説明・奉仕プロジェクト
事例紹介セミナーのお知らせ
9月21日（土）14：00 ～ 16：30
かながわ女性センター「ホール」
・「R財団月間」卓話について
・ 財団室ニュース

9月号

・ インターアクト通信
◎ロータリー囲碁同好会

より

・
「第12回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：2013年11月2日（土）10:00開会式
佐々木和夫様（第6グループガバナー補佐 大和RC）

会場：日本棋院会館（東京・市ヶ谷）

ビジター紹介

登録料：7,000円

幹事報告
◎例会変更
・大和田園RC
9月13日（金）→夜間移動例会
点鐘18時30分

場所:大和商工会議所

10月25日（金）→10月26日（土）、27日（日）
地区大会に振替
・大和中RC
9月5日（木）→9月8日（日）
家族例会に振替点鐘18時30分

つづらぬき

葛籠貫京子様（厚木県央RC）

場所：大和商工会議所
10月24日（木）→10月27日（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。」
＊事業所開設
飛鳥井

＊会員誕生日

豊君（15日）

＊夫人誕生日

山本淳一君（14日）

黄金井一太君（糸子夫人 13日）

山本淳一君（15日）

今日の例会（2013 年 9 月 10 日）

次回の例会（2013 年 9 月 17 日）

「青少年のための月間」
担当：滝澤

「ガバナー公式訪問」

講師：原

勇君
郁夫様

（国際RC第2780地区青少年奉仕委員会副委員長 秦野名水RC）

担当：髙橋

宏君

講師：相澤光春様
（国際RC第2780地区ガバナー ふじさわ湘南RC）

第6G地区大会に振替
10月31日（木） 夜間移動例会
場所：北京飯店
点鐘：18時半
◎週報
・寒川RC

スマイル
佐々木和夫様（大和RC 第6グループガバナー補佐）

ありがとうございました。
三橋一皓君
先月はすっかり休んでしまい申し訳ありません。尚、
今日は都合で中途退席致します。
田口周介君
ボージョレーヌーボーたくさんのご注文ありがとう
ございます。追加のご注文がありましたら今週いっ
ぱい承ります。よろしくお願いします！！

本日はガバナー公式訪問2週間前の事前訪問に参り

壽永純昭君

ました。クラブ協議会、よろしくお願いいたします。

先週の親睦納涼例会は、親睦委員会皆様の下準備と

葛籠貫京子様（厚木県央RC）
毎日暑い日が続いて大変ですよね。今回初めてメイ

計画で大変楽しい日になり、とうふ屋「うかい」の料
理もノドごし良くお腹に入って行きました。親睦委

クに来ました。どうぞ宜しくお願い致します。

員の皆様ごくろう様でした。

髙橋

小林

宏会長・常磐重雄幹事

透君

佐々木ガバナー補佐ようこそ当クラブへ。9/17のガ

栗原さん、いろいろご苦労さまです。

バナー公式訪問に向けて、実りあるクラブ協議会にし

板井浩司君

たいと思います。
宜しくお願い致します。

所用のため早退させて頂きます。

山本淳一君

滝澤

勇君

元会員の清水先生のご逝去は大変残念でした。259

誕生祝をありがとうございました。

地区の時からロータリー財団には尽力された方で、

今日のお花

私が「世界平和フェローシップ」委員会の時、応募者
の面接試験で委員だけでは心もとないので先生に
加わっていただき、うまくいった事が思い出に強く
残っております。ご冥福をお祈りいたします。本日所
用で早退させていただきます。
吉岡

敏君

佐々木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。宜しくお
願いします。
西嶌洋一君
佐々木和夫ガバナー補佐、本日はご苦労様です。ご指
導宜しくお願い致します。本日所用のため早退させ
て頂きます。
壽永純昭君
第2780地区第6グループ佐々木AG、残暑の中のクラ
ブ訪問ありがとうございます。相澤ガバナーイズム
を厚木のメンバーに教えてください。心より歓迎い
たします。
吉川博宣君
先週は誕生日プレゼントありがとうございました。
クツをいつもきれいにします。本日所用の為早退さ
せていただきます。
今

和広君

妻の誕生日のお花ありがとうございました。
親睦委員一同
8月27日の納涼親睦例会みなさま楽しくご参加して
いただき事故もなく無事帰ってこれました。ご協力

トルコぎきょう（壽永純昭君）

卓話「クラブ協議会（AG 訪問）」
担当：髙橋

宏会長

講師：佐々木和夫様（第6ガバナー補佐 大和RC）
クラブ広報委員会

クラブ運営管理委員会

総括委員長

壽永純昭君

クラブの奉仕活動を各委員長と共に適切な活動

総括委員長
クラブ広報委員会

黄金井

康巳君

総括委員長の黄金井です。

を行う為に、計画・資金、立案、補佐実行して、クラ

年度前の地区協議会で、これまでの「広報委員

ブを円滑に機能させ運営をして行くものです。例

会」という名称から「公共イメージ」という名称変

会の重要性を踏まえ、クラブの運営を会長幹事に

更が行われ、広くロータリー活動の情報発信と

協力しながら補佐して行くつもりです。

ロータリーのイメージアップ貢献という意味合い

クラブの例会をより魅力有るものにするため、
会員皆様の声に耳をかたむけ、ご理解、ご協力をい
ただく事が不可欠です。
よろしくお願いします。

を含めた広報活動に変わってきました。
そこで、この1年間 厚木ロータリークラブのい
ろいろな活動を広く社会に伝え、一般の方々への
ロータリークラブに対する関心を高め、ロータ
リーの奉仕活動への理解を深めるよう努めて参り

ロータリーに参加すればするほど、ロータリーが
好きになる

たいと思います。
また、
「奉仕活動が広報の第1歩である」との観点

ロータリーを好きになればなるほど、ロータリー

に立ち、クラブ内の各委員会の活動内容を充分に

が理解出来る

理解し、ロータリーの奉仕活動への公共イメージ

ロータリーを理解すればするほど、ロータリーが

と認知度の向上に努めて参ります。

楽しくなる

クラブとして幅広い広報活動を行ってゆくこと
が、会員増強にも繋がりますので、大いに情報発信

魅力あるクラブは魅力ある例会から
魅力ある奉仕（事業）は魅力ある会員から

力の強化に取り組んで参りたいと思います。
さて、ちょうど1 ヶ月前の8月3日～ 4日の「あつ
ぎ鮎まつり」では、厚木中央公園で佐々木ガバナー
補佐を陣頭に、国際ロータリー第2780地区 第6
グ ル ー プ に よ る「END

POLIO

NOW

キャン

ペーン」を開催し、
「あつぎ鮎まつり」に参加された
多くの方々や地元タウン紙の「タウンニュース」
等でも紹介され、
「END

POLIO

NOW

キャン

ペーン」と共に広く地域にロータリー活動全般に
ついても伝えることができ、正に「公共イメージ」
の手本となったと思います。当日に陣頭指揮をい
ただきました佐々木ガバナー補佐、高橋会長、常磐
幹事、当日ご協力いただいた会員の皆様に感謝申

て頂きたいと考えています。

し上げます。
厚木ロータリークラブのクラブ広報委員会の担

自分がなぜ厚木ロータリークラブに入っている

当部門は、クラブ会報・IT委員会と雑誌・広報・

のかを、率直に話して頂き、共鳴者がいないか確

年史委員会の2つです。

かめて下さい。

個々の委員会活動についてですが、先ず

クラ

ブ会報・IT委員会につきましては、毎週の例会内
容を週報として正確に記録し、厚木ロータリーク
ラブの活動記録として保存すると同時に、速やか
に週報を厚木ロータリークラブのホームページ上
に公開し、ロータリー活動の「公共イメージ」と「認
知度の向上」の一助となるよう努めて参ります。
また、先日の「END

POLIO

NOW」を始めと

するクラブの奉仕活動をホームページ等でも紹介

2 普段の例会の中で、年度計画書35頁から37頁の
職業分類表の「空き事業所」について話題として
頂き、何らかの情報がないか、意見交換してくだ
さい。
3 会員増強に妙手、奇手はなく、会員ぞれぞれがで
きるだけ多くの人に声をかけることにあると思
いますので皆様のご協力をお願いします。
奉仕プロジェクト委員会

し、ロータリーの奉仕活動への理解と認知度の向
上に努め、延いては会員増強に繋がるよう協力し
て参りたいと思います。
次に、雑誌・広報・年史委員会つきましては、本
多委員長さんとよくご相談しながら進めて参りた
いと思います。
ここで、特にロータリー活動全般の「認知度の向
上」と
「公共イメージの向上」が強くアピールされ
てきましたので、これらを「具体的なイメージ」へ
と昇華させるための一年としてゆきたいと考えて
総括委員長

おります。
また、一年一年の積み重ねが年史編纂に向けて
の貴重な資料となりますので、各委員会活動との
連携を保ち、クラブ活動の資料収集と保管に努め
て参ります。
一年間の会員皆様のご協力をよろしくお願い申

滝澤

勇君

奉仕プロジェクト委員会の中で、職業奉仕、社会
奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の４部門においては、
各担当委員長を中心に活動が行われています。
職業奉仕委員会では、その時々に話題となって

し上げます。

いる企業や施設への視察を毎年実施しています

会員増強委員会

所を訪ね、裁判を傍聴する企画が進んでいます。普

が、今年度は、前島委員長の発案で、横浜地方裁判
段、見る機会がないところであり、会員の関心が非
常に高いように感じています。
厚木ロータリークラブの会員は、日常、それぞれ
の職業を通して、職業奉仕に、また、社会奉仕に取
り組んでいますが、社会奉仕委員会では、それに加
え、対象地域を厚木市、愛川町、清川村とし、広く奉
仕活動を進めようとしています。
厚木市最大のイベントの厚木あゆまつりと花火
大会には、毎年多くのお客様が厚木市を訪れ、た
くさんのゴミが出ますので、祭り翌朝のクリーン
総括委員長

吉岡

敏君

1 今年度の会員増強委員会の基本方針は、年度計
画書26頁に記載した通り、会員一人一人が厚木
ロータリークラブに感じている魅力的な点を、
自分の周りの人たちに語り掛けることから始め

キャンペーン（清掃活動）には、米山委員長を先頭
に、多くの会員に参加していただきました。
新世代奉仕委員会では、前年度（今年５月）に初
めて実施した「第１回
長杯

厚木ロータリークラブ会

厚木オープンふれあいティーボール大会」

が盛大に実施され、大変好評であったことから、こ

ロータリー財団委員会

の事業の継続性について検討を進めています。
小学生を対象にしたイベントであり、新世代奉
仕活動の一環として、近々、理事会に企画案を提案
をしたいと考えています。
また、ボールスカウト、ガールスカウトの活動へ
の支援を継続します。
国際奉仕委員会では、
「厚木ロータリークラブが
行ってきた今までの国際奉仕・国際交流の活動を
振り返り、国際間の理解と親善と平和を推進して
いきたい。そして、今年、更に今後の国際奉仕につ
いて考え、そして、厚木ロータリークラブが今でき
ることを模索、実行していく１年にしたい。」とい
う委員長の考えに沿って活動を進めています。
このような考えから、西迫委員長が、カナダから
の交換留学生のホームステイを率先して受け入れ
ておられます。
奉仕活動については、各委員会が中心となって
取り組むことは勿論ですが、全会員が積極的に取
り組むという意識がなによりも大切であると考え
ています。
奉仕活動をはじめ、クラブ活動に全会員が積極的
に参加しようとする意識の強さが、厚木ロータリー
クラブの伝統であり、
良さであると感じています。

総括委員長

会田義明君

ロータリー財団委員長として７月２０日（土）に
開催された地区財団セミナー、８月２４日（土）に
開催された補助金管理セミナー、米山奨学委員長
代理として８月３１日（土）に開催された米山奨学
セミナーに出席してまいりました。
地区財団セミナーでは戦略計画と未来の夢計画
について改めて学び、ロータリー財団寄付の目標
とポリオ撲滅について新補助金制度の趣旨と活用
法の説明をお聞きしました。そこでは、ＲＩの戦略
計画として存在感のあるロータリーを目指した再
構築の戦略を進めて行く事、また、未来の夢計画を
進める為に「どれだけ数多くの援助や寄付をした
かではなく、どれだけ良い影響力与えたかが問わ
れているので、人道的奉仕で公共的イメージを上
げることによりクラブが活性化され、クラブが元
気になるとことを目指して欲しい」という事でし
た。これらの事を遂行するに伴った補助金管理セ
ミナーでは補助金の申請及び、補助金の管理とそ
の報告について受講して来ました。
よって、皆様にはこれらの趣旨及び内容につい
てご理解いただく事と共に引き続きロータリー
財団では１人200ドル以上、ポリオプラスでは1人
2,000円、米山奨学では１人20,000円の寄付をして
いただきますようお願い申し上げます。

出席報告

＜会員 36 名、出席対象 34 名＞

8 月 20 日例会

確定出席率 93.75％

9 月 3 日例会
出席 32 名
＜事前メイク＞
前田賢一君（8/24 地区）
＜欠席＞
森住 等君・今 和広君

欠席 3 名

出席率 94.12％

