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第2593回例会（1月14日）☆司会

点鐘 …髙橋 宏会長

十亀健志 副SAA

た。アメリカの友人のフライト到着が4時間も遅れ全
く間に合いませんでした。今年は年男です。無事是明

斉唱 …奉仕の理想

馬なりと思わせます様頑張ります。

会長報告

常磐重雄君

◎ロータリー米山記念奨学会

本年1月9日で入会6年目となりました。年末にお祝い

より

の品を頂いたままでしたので、新年のご挨拶を含め

・ 特別寄付金明細書

スマイルさせて頂きます。

米山功労者感謝状・表彰品

三橋一皓君

・ 米山功労クラブ感謝状

幹事報告

三クラブの賀詞交換の席には心ならずも出れません
でした。健康に気をつけ乍、之からもご迷惑を掛けな

◎例会変更

い様出席させて頂きます。

・ 相模原大野ＲＣ
平成26年1月8日（水）→1/12
（日）新年会

十亀健志君

点鐘：19：00

2013年お世話になりました。2014年も宜しくお願

場所：さんなん坊（相模大野3－11－12）

い致します。

平成26年 2 月 5日
（水）
例会場休業日のため移動例会
（詳細未定）
平成26年3月12日
（水）→3/8（土）
第5グループI・M

壽永純昭君
皆様の新しい年はいかがでしたか？新年早々お浄土
への旅立ちも多忙でした。今年もよろしく！

今日のお花

平成26年4月23日
（水）→4/20（日）地区協議会
平成26年5月14日
（水）
社会奉仕活動【献血啓発活動】
時間：10：30 ～ 16：00
（12：00 ～ 13：30休憩）
場所：相模大野駅前コリドー

スマイル
髙橋

宏会長

結婚記念のお祝いありがとうございます。何とか無
事1月17日で26回目を迎えられそうです。
前田賢一君
先週の賀詞交歓会は急な欠席となり失礼いたしまし

桜（壽永純昭君）

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

＊入会記念日

十亀健志君（貴子夫人 27日）

会田義明君（H19. 1.23）

今日の例会（（2014 年 1 月 21 日）
「ロータリー理解推進月間」
担当：山本淳一君

本多正彦君（H62. 1.27）

次回の例会（2014 年 1 月 28 日）
「私の生い立ち」
担当：本多正彦君

「クラブ協議会」
担当：髙橋

クラブ管理運営委員会

壽永純昭 総括委員長

クラブ財政委員会

宏会長

西嶌洋一 委員長

各担当部門（会場監督、クラブ財政、スマイル・出席・

委員は私と渡辺伸一氏、2名で担当しております。

プログラム、親睦活動）順調に推移しており、後半も

①一般会計、ニコニコ会計、特別会計の12月末の残高

「元気のあるクラブ」を目ざして更なる努力をしてま

確認をいたしまして、現在7 ～ 12月の半期集計を

いります。

行っておりますので、完了次第報告する予定です。
②ニコニコ会計のスマイル収入は、半期で351,000円
となっております。予算額は60万円なので、引き続
きご協力をお願い致します。
スマイル・出席・プログラム委員

壽永純昭 委員長

スマイルは前期目標をクリアー。
出席は事前事後のメ
イクアップの重要性を再認識してもらいたい。
卓話は
順調です。
クラブ活性化にご協力をお願いします。
会場監督

十亀健志 副SAA

会場監督は例会をスムーズに進められるように段取
りや準備に、気を付けて行っています。早い時間に来
ているつもりですが現状は親睦委員の鈴木委員長が
ほとんどやって頂いていて、非常に助かっておりこ
の席でお礼申し上げます。私自身副SAAとして半年
が過ぎ少し慣れた来た気がしますが進行はまだたど
ただしく不手際が多く皆様にご迷惑をお掛けしてい
ます。本来であれば席替えの案内やアナウンスも入
口でお伝えする所、今回貼紙での案内となり失礼い

親睦活動委員会

鈴木茂男 委員長

たしました。あと半年間ありますがスムーズに進め

ロータリー活動の“ロータリーの心（奉仕の理想）
”を

られるよう頑張ります。

実践していくうえで親睦活動は、欠かせません。楽し
く、和を大切にし、さまざまな企画運営を通じて、会
員及び会員のご家族同士がより一層深く知り合い、
親睦を深めて頂けるよう、親睦活動委員一同、全力で
活動を実践してまいります。と半年前に発表しまし
た計画の途中経過をご報告します。
行事日程

2013年

さんに感謝申し上げます。

8月27日（火） 納涼親睦例会（移動例会）

尚、これから6月末までの卓話を担当される皆様に重

→東京駅周辺散策ととうふウカイ亭会食46名参加。

ねてのお願いでございますが、正確な記録保存の観

10月22日(火) 職業奉仕、親睦活動合同例会（移動

点より、卓話現行の提出にご協力をいただきますよ

例会）

うお願いいたします。ITにつきましては、手法を含

→横浜地方裁判所と中華街での会食30名参加

め定期的なHP更新が行われています。

12月10日（火）忘年親睦例会（移動例会レンブラン
トホテル厚木）
→マジックショーと女性サックスホーン四重奏63
名参加
2014年
1月8日（水） 3クラブ合同賀詞交歓会
→30名参加（105名中）
と皆様の積極的なご参加、御提案、御意見を頂戴し御
協力頂きまして事故もなく楽しく親睦活動が行えま
した。あといくつか行事がありますが宜しくお願い
致します。
3月4日（火） 創立53周年記念例会（移動例会 会長）
4月1日（火） 春の親睦例会（移動例会）
6月24日（火）一年を顧みて（移動例会）

雑誌・広報・年史委員会

今井一男 副委員長

【広報】先 ず 地 区 の「 広 報 委 員 会 」が2013＝14年 度
より「公共イメージ委員会」に変更されてい
ることを再度確認して下さい。具体的には
イメージとして「ロータリーの友1月号」
（横
17P）
「 あつぎ鮎まつり」でポリオ撲滅キャン
ペーンの記事をよく読んで下さい。
（ 横23P）
「新しい情報ツールとロータリーの広報活
動」も参考にして下さい。
【雑誌】
「ロータリーの友」に興味ある記事がある場
合には独善的に紹介しております。4月の雑
誌月間には、地区より講師をお招きしたいと

クラブ広報委員会

考えてます。
【年史】週報の内容が的確で正確であり、会員よりの
黄金井康巳 総括委員長

現行提出も協力的で充実しています。資料と

クラブ広報委員会の黄金井です。

して十分と考えています。なお一層の御協力

今年度前半が終わりましたが、8月の「あつぎ鮎まつ

をお願いします。

り」の第6グループによる「END POLIO NOW キャ
ンペーン」でも紹介され、また。先月の「ロータリーの
友」にも掲載され、内外に大きく「公共イメージ」のア
ピールが出来ました。ご協力いただきました会員の
皆様に感謝申し上げます。
まだ後半の半年が残っております。会員の皆様にも
「公共イメージ」の向上に繋がる奉仕活動等の情報の
ご提供をよろしくお願いいたします。
続きましてクラブ会報・IT委員会ですが、先ず、クラ
ブ会報についてです。栗原副委員長さんに大変なご
負担を申し上げ、負んぶに抱っこの状況です。お陰様
をもちまして、毎週の例会内容を正確に週報として
記録保存することが出来ております。栗原副委員長

会員増強委員会

吉岡

敏 総括委員長

一人一人の会員が自分が感じている厚木RCの魅力

について周囲の人達に発信を続けてください。
ロータリアンは、ロータリー発展と奉仕活動を改善、拡
大するために、ロータリーとは何か、ロータリーが何を
しているかについて他の人々にしらせ、地域社会におけ
るクラブの存在価値を高めるよう要請されています。

奉仕プロジェクト委員会

滝澤

勇 総括委員長

奉仕プロジェクト委員会では、職業奉仕委員会、社会
奉仕委員会、新世代奉仕委員会及び国際奉仕委員会
ロータリー情報委員会

山本淳一 委員長
クラブフォーラムは2回行われますが12月24日には
ガバナー補佐の経験者という事で山本が「よりよい
クラブづくり」
（ これでよいのか厚木ロータリー）と
題し、5月20日には吉岡敏さんにおねがいをし卓話
をしていただきます。
炉辺会談は2月9日のIMの終了後に行いたいと思います。

の４部門がありますので、各委員会の委員長から活
動状況をご報告していただきますが、国際奉仕委員
会については、本日西迫哲委員長が急遽欠席となり
ましたので、次回のクラブ協議会で詳しくご報告い
ただくことと致します。
新世代奉仕委員会では、昨年に引き続き、厚木ロータ
リークラブ会長杯・厚木オープンふれあいティー
ボール大会に特別協賛することを決定し、昨年と同
時期の５月開催を目途に、神奈川県ティーボール協
会と打ち合わせを進めています。開催日、会場等につ
いては、間もなく発表できる見込みです。

会員選考・職業分類委員会

國方達央 委員長
会員増強で、入会者推薦が出てこないと当委員会は手
持無沙汰です。
皆様のご協力で忙しくさせて下さい。
職業奉仕委員会
前島憲司 委員長
職業奉仕委員会としては、昨年10月22日親睦委員会
との合同例会として横浜地方裁判所での法廷傍聴を
実施しました。皆様日頃なじみのない法廷での傍聴
をしていただいたことにより大変ご好評をいただき
ました。誠にありがとうございます。個人的にロータ
リークラブに入会させていただいてから1年が経ち
ますが職業奉仕というのが自分の仕事を一生懸命や
ることが基本だという意味であることをやっとわ
かってきた次第であります。今後も皆様のお役に立

てればと思います。

発的な寄付によって支えられています。本日は山口
委員長が欠席の為２つの委員会を総括して発表させ
ていただきます。募金目標は
・ロータリー財団
・ポリオプラス
・米山奨学

1人
1人

200ドル以上
2,000円

1人20,000円

を目標とさせていただきましたが、お陰様を持ちま
して双方共に多くの寄付を頂戴いただきましたこと
に大変感謝申し上げます。
また、本日表彰されました國方会員、飛鳥井会員、黄
金井一太会員、西迫会員、滝澤会員におかれましては
社会奉仕委員会

おめでとうございました。
米山尚登 委員長

今年度の社会奉仕委員会の活動としては花火大会の
翌朝の市内ゴミ拾いを行いました。
私がロータリーに入会させていただいた時に教えら

今後とも、この２つの寄付につきましての趣旨をご
理解いただきますと共に、引き続き受け付けており
ますので事務局まで持参いただきますようお願いい
たします。

れたのは
ゴミが落ちていたら・・・
ゴミ箱を寄付するのがライオンズ
どうすればゴミが無くなるかを考えるのがロータ
リーということです。
ロータリーがこのままゴミ拾いを続けていくと、
ロータリーの存在自体が理解しにくいものになって
いってしまう恐れが大いにありますので、次年度の
社会奉仕委員長にはゴミ拾いに変わるべきロータ
リーらしい活動を考えていただければと考えます。

会長報告

髙橋

宏会長

カナダより交換留学生としてお迎えしていた、オリ
ビア・パトリシア・ポールさんが体調不良の為、12
月27日に帰国されました。

ロータリー財団委員会

会田義明 総括委員長

ロータリー財団委員会はロータリー財団委員会と米
山奨学の２つの部門から成り立っており、皆様の自

出席報告

＜会員 37 名、出席対象 33 名＞

12 月 24 日例会
確定出席率 97.06％ 1 月 14 日例会
出席 27 名 欠席 6 名 出席率 81.82％
小山賢司君（12/27 厚木県央RC）
＜欠席＞
小山賢司君・田口周介君・丸田隆弘君・柳田純昭君・吉川博宣君・
西迫 哲君

