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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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国際ロータリー会長

ロン D. バートン

第2597回例会（2月18日）☆司会

柳田純昭 SAA

点鐘 …髙橋 宏会長

会長報告

斉唱 …我らの生業

◎ガバナー事務所

より

・地区協議会のご案内

ゲスト紹介

４月２０日（日）東海大学湘南キャンパス
１３：００点鐘
◎ロータリーの友事務所

より

・2014-2015年度ロータリー手帳お買い上げのお願い
◎米山記念奨学会

より

・ハイライトよねやま

１６７号

幹事報告
例会変更
・座間ＲＣ
都髙 真道様
髙木 圭様
栗原 弘延様

(厚木もみじライオンズクラブ)
(厚木もみじライオンズクラブ)
(厚木もみじライオンズクラブ)

２月２６日（水）→

夜間例会

１８：３０点鐘

於：懐石料理 「橙」

スマイル
髙橋

宏会長

市川様、ようこそ当クラブへ。来週の入会式宜しくお
願いします。厚木もみじライオンズクラブの皆様も
ようこそ。楽しんでいって下さい。
髙橋

宏会長・常磐重雄幹事

皆様IMご参加頂きありがとうございました。皆様の
大切なネームプレートを持ってき忘れたので、おわ
びのスマイルです。申し訳ありませんでした。
前田賢一君
市川 信也様（新会員予定）

本日は遅刻しまして失礼しました。理由は雪のせい
でなく、会社の来客が長びいてしまいました。以事気
をつけます。浅井さんチョコレートありがとうござ
います。

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。」
＊事業所開設

＊会員誕生日

國方達央君（25日）

西嶌洋一君（28日）

＊結婚記念日

＊入会記念日

飛鳥井豊君（3月2日）

柳田純昭君
（平成9年2月25日）

今日の例会（2014 年 2 月 25 日）
「私の生い立ち」
担当：前田賢一君

次回の例会（2014 年 3 月 4 日）
創立記念例会
（53周年）
（移動）
担当：髙橋宏会長

柳田純昭君

委員会報告

17年前の今日2月18日が、私が初めてゲストとして厚

ロータリー情報委員会

木RCの例会におじゃました日です。その記念の日に

山本淳一君

卓話の担当となりましたので。

2月25日

会田義明君

18：30

レンブラントホテルに於て「炉辺

会談」を開催致します。がい当する方のご出席をおね

2月14日の大雪で庭の紅梅の木が折れてしまいまし

がいいたします。

た。枯れてしまうとかわいそうなので、本日例会に

今日のお花

持って来ました。
壽永純昭君
大雪で大変でしたね！ 2週続けてですから予定もメ
チャクチャでした。先々週のIMには多くの会員が出
席いただき、心より感謝致します。先週予定されてい
た「新会員の集い」は大雪の為5月23・24日に順延と
なりました。今井・前島・栗原さん予定を入れてく
ださい。一昨日は雪の為、法事は全てキャンセルで除
雪にはげみました。しかし、昨日雪で転到、腰を痛打
してしまいました。注意しましょう！

金盞花（壽永純昭君）
・紅梅（会田義明君）

卓話「ロータリーと私―入会当時を振り返って―」
担当：柳田純昭君
入会日：1997年（平成9年）2月25日入会 47歳11カ月
（2月18日ゲストとして初めて例会に参加）
スポンサー：國方達央

5月11日：地区協議会

神奈川歯科大学へ

5月20日：1800回記念夜間例会（大和屋） 厚木市へ
モミの木贈呈式

職業分類：農業機械販売

5月26日：相模川クリーン作戦

入会金：100,000円

5月27日：例会初欠席、厚木中ＲＣへ事後メーキャップ

年会費：250,000円

6月17日：クラブ協議会で社会奉仕委員会の報告

例会場：旧商工会議所

6月24日：最終例会（夜間

所属委員会：社会奉仕委員会（委員長：堀紀夫）

●父が以前入会していたが、すぐに退会してしまっ

桃花林）

たこともあり、非常に緊張していて出席だけは頑
【1996-97年度】

張ろうという強い思いがあった。入会後の4か月間

ＲＩ会長：ルイス.ビセンテ.ジアイ（アルゼンチン）

は、何もわからず夢中であまり思い出せず、ただ言

テーマ：築け未来を、行動力と先見の眼で

われたことを必死でやっていたような気がする。

会長：櫻井靖次

副会長：会田明

幹事：前田俊昭

副幹事：國方達央

【1997-98年度】

ガバナー：河本親秀（大磯ＲＣ）

ＲＩ会長：グレン.Ｗ.キンロス（オーストラリア）

分区代理：石川範義（厚木中ＲＣ）

テーマ：ロータリーの心を（あなたの住むところ私

入会時会員数63名

たちの世界そこに住むすべての人々に）

（チャーターメンバー 4名40歳台18名）
明

台鎬（韓国

米山奨学生）

会長：会田

明 副会長：石村隆明

幹事：関野広治 副幹事：吉岡敏

100％出席例会継続中

ガバナー：小山計玄（伊勢原ＲＣ）

[主な行事]

分区代理：山下恵代（座間ＲＣ）

3月04日：創立記念夜間例会（商工会議所）

会員数（7月1日現在）
：61名

3月11日：情報委員会（大和屋）

（チャーターメンバー 4名

シニアアクティブ32名）

3月13日：海老名欅ＲＣ認証状伝達式

平均年齢：58.5歳（40歳台15名）

3月22日：例会1800回記念の植樹
（上古沢緑地）

2780地区へ4名 100％出席例会継続中

一般会計予算：約1,700万円

●新年度に入ってもまだまだロータリーの事は全

所属委員会：親睦活動委員会（委員長：石井和夫）
・

く分かっていなかった。そんな時、会田会長より

青少年委員会（委員長：難波有三）

交換留学生のホストファミリーを受けるよう指

[主な行事]

示され、何もわからなかったが妻や子供たちも

07月29日：初めての卓話「日本の農業を考える」

やってみたいというので引き受けることとした。

08月05日：納涼例会（キリン横浜ビアビレッジと横浜

今思うと大変貴重な良い経験が出来引き、受けて

「エクセレントコースト」での懇親会）

よかったと思っている。そして6年後再びホスト

10月21日：ガバナー公式訪問

ファミリー（オーストラリアからのシェナイ）を

10月14日：職業奉仕、親睦例会（ＮＴＴ厚木研究セン

引き受けることとなり、今でも交流がある。

ター視察と元湯玉川館での例会と懇親会）
11月09日：地区大会

湯本富士屋ホテル

例会以外の各種大会、行事にもできるだけ参加
し、卓話も初めて行った。青少年委員としての活

11月18日：認証状伝達記念例会

動の記憶はあまりないが、親睦委員としては石井

（夜間 小田急厚木ホテル）

委員長のもと、いろいろな経験をし、12月の忘年

12月16日：忘年家族親睦例会（夜間 ロイヤルパーク

例会には、懇親会の司会進行を言い渡され、入会

ホテル）懇親会の司会を担当

10 ヵ月で忘年例会に参加したことも無く、まった

01月08日：4クラブ合同賀詞交歓例会

く様子がわからない中、必死で司会をした記憶が

（第一ホテル海老名）

ある。又、厚木クラブがホストで地区協議会が開

01月27日：青少年交換留学生 エリカ・カーシア・
ゴッソ（ブラジル）来日し、例会へ
カウンセラー：和田正幸
ホストファミリー：福住、柳田、石村、山本
03月03日：創立記念例会（夜間

小田急厚木ホテル）

催され、新人としていろいろやらせていただき、
部門別会議（会計部門）の記録を担当したことも
非常に勉強になった。
入会当時を振り返ると、何もわからず夢中で過ご
した1年余りでした。翌年はスマイル委員長に指

03月03日：地区協実行委員会（黄金井実行委員長）発

名され、以後、いくつかの委員長を引き受けるこ

03月03日：足食事懇親会委員会（内山委員長）に次年

とになりましたが、入会当初にいろいろなことを

03月03日：度（石村会長）の会務分担決定スマイル委

経験し、ロータリーの精神、考え方、行動にもっと

03月03日：員会委員長に

興味を持ちロータリーを勉強しておけばよかっ

04月07日：ジャパンプログラム国際親善奨学生

たと今になって思っています。

マリセリン・サンタマリア（フィリッピン）
カウンセラー：清水忠直
04月14日：新緑例会（夜間

神奈川工科大学下見と

04月07日：飯山観音拝観 大和屋での例会と懇親会）
04月24日：厚木県央ＲＣ創立総会
04月14日：
（厚木アーバンホテル）
05月17日：地区協議会（神奈川工科大学）食事懇親委
05月17日：員会と部門別協議会の会計部門を担当
05月31日：相模川クリーンキャンペーン
06月02日：地区協慰労会（夜間ロイヤルパークホテル）
06月30日：最終例会（夜間

出席報告

桃花林）

＜会員 37 名、出席対象 30 名＞

1 月 28 日例会

確定出席率 91.18％

2 月 18 日例会
出席 24 名 欠席 6 名 出席率 80.00％
＜欠席＞
小山賢司君・十亀健志君・滝澤 勇君・前島憲司君・丸田隆弘君
渡辺伸一君

