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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
2013 ～ 2014

国際ロータリー会長

ロン D. バートン

第2606回例会（4月22日）☆司会

点鐘 …髙橋 宏会長

十亀健志 副SAA

・厚木県央ＲＣ
５月１６日（金） →

斉唱 …それでこそロータリー

例会

ゲスト紹介

会場変更

相模人形芝居鑑賞
厚木商工会議所

5階と

お知らせしましたが、アーバンホテルで
11:30

点鐘

12:00 ～厚木商工会議所移動

５月２３日（金） →

移動例会

アサヒビール

工場見学とお知らせしましたが、５月２４日
（土）に変更
・相模原大野ＲＣ
５月７日（水）→

夜間例会（詳細未定）

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
６月１８日（水）→
恵津 晴夫様
新会員予定（渡辺伸一会員の後任）
横浜銀行厚木支店 執行役員・厚木支店長

会長報告

年度末親睦例会

「エクシブ箱根離宮」

委員会報告
◎新世代奉仕委員会

◎ＡＭＤＡ

・先週の例会でもご案内しましたが、５月６日
（火）、及川球技場で第２回厚木ロータリークラ

より

ブ会長杯ティーボール大会が開催されます。

・ニュースレター４月号

幹事報告

・大会に参加の予定を組んでいただきました会員

◎例会変更

・大会当日、厚木ロータリークラブがチームをつ

の皆様、お忙しいところ、ありがとうございます。

・相模原南ＲＣ
４月２９日(火) →

休会(祝日のため)

５月

休会(祝日のため)

６日(火) →

※両日のビジター受付はありません
５月２０日(火) 移動例会は、通常例会になります

くって、他のチームとティーボールの体験試合
をしたいとお話しましたが、人数の関係で見送
ることにしました。代わりに、試合終了後、ホー
ムラン大会がありますので、個人として参加し
てください。

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

黄金井康巳君（さつき夫人17日）

田口周介君（13日）
國方達央君（14日）
加藤一郎君（15日）
本多正彦君（17日）

今日の例会（2014 年 5 月 13 日）
私の生いたち

次回の例会（2014 年 5 月 20 日）
クラブフォーラム

担当：市川信也君

担当：クラブ研修リーダー 山本淳一君

・大会のプログラムの印刷が遅れていて、今日お渡
しすることができませんでした。プログラムが
出来上がり次第、ご自宅宛にお送り致します。

誕生祝ありがとうございます。来月で５２になりま
す。
滝澤

スマイル

勇君

結婚記念日のお祝をありがとうございました。夫婦

黄金井一太君
怪我でしばらく休んでおりましたが体調をみながら
少しずつ出席してゆきます。
次年度会長 前田賢一君・幹事 滝澤

米山尚登君

勇君

4/20地区研修・協議会に参加しました。当日は、小田
急線の事故もあり、少しあわてましたが皆さん全員
参加して下さり、大変にありがとうございました。次
年度につながるように会長、幹事で力を合わせて準
備して参ります。皆様のご理解とご協力、そしてご指
導をよろしくお願いいたします。
壽永純昭君
地区研修協議会への参加の皆様、大変おつかれ様で
した。勉強した成果を前賢丸の航海に十分に反影し
てください。きっと意義ある一年となるでしょう。結
婚記念のお祝い有難うございます。もう年数は、忘れ

共に健康で、３９回目の記念日を迎えることができ
ます。
小野

修君

本日が結婚記念日でした…つい先ほど妻からのLINE
で気付かされました。
うっかり夜まで仕事をつめ込ん
でおり、また１年間弱みを握られました。
今日は花束
で顔色をうかがいます。
今日は例会を途中で失礼しま
す。
和田勝美君
事業所開設と誕生日のお祝いありがとうございま
す。堂々、５月５日です。いつも連休中のゴタゴタに
まぎれてしばらくしてから思い出します。

今日のお花

ました。
具島健太郎君
週末の地区研修・協議会お疲れ様でした。新会員部
門の研修で、ロータリーの概略や組織について学ぶ
事ができ、とても有意義な時間となりました。又、あ
わせて小林会員に見立ててもらい入手したドライ
バーで先週250ヤード飛ばす事ができましたのでダ
ブルでスマイルします。スコアは聞かないで下さい。
会田義明君
地区協議会に参加された皆様お世話になりました。
また本日は、誕生日のお祝いありがとうございまし
た。今年は４回目の年男になります。もうすぐ５０歳
が目の前に迫っているかと思うと複雑な気持ちで
す。
鈴木茂男君
４月２０日に名古屋に住んでいる姪の結婚式に出席
の為め、地区協議会に欠席いたしました。申しわけご
ざいません。式に出席させていただきありがとうご
ざいました。

藤（壽永純昭君）
ドウダンツツジ・ツツジ（会田義明君）

「次年度委員会例会」
担当：次年度会長 前田賢一君
2014年4月22日

前田次年度会長

滝澤次年度幹事

4/20の地区研修・協議会には19名もの方に出席して頂きましてありがとうございました。
I. 地区運営方針の報告「RI第2780地区2014-15年度

渡辺治夫

II.「ロータリー認知度のアンケート」相模原市民桜祭4/5-6

ガバナー」
（別紙参照）

総数86枚

1. ロータリー認知度

知っている52（61％）知らない33
（39％）

2. ロータリー認知度

男女別

男性：知っている51％・知らない49％
3. ロータリー認知度

回収率50％強

女性：知っている29％・知らない71％

年代別

10代：知っている0％・知らない100％

20代：知っている25％・知らない75％

30代：知っている55％・知らない45％

40代：知っている40％・知らない60％

50代：知っている85％・知らない15％

60代：知っている80％・知らない20％

70代：知っている80％・知らない20％
4. 奉仕活動の認知

回答者の50％の方がその場で知った。

以上（抜粋）

ロータリーのグローバルな活動実績からみれば、思っていた以上にロータリーを知らない人が多かったと
事に愕然としました。
公共イメージアップ活動については、クラブとしての役割をしっかりと果たして参りたい。
ロータリー活動の認知度が向上する事も、会員増強につながる事と信じております。
III.ご縁「ご縁を人のつながりのご円へ」
世の中には様々な奉仕活動をする団体があります。その中で今私たちはご縁あって厚木商工会議所5階の大
会議室に厚木ロータリークラブの会員として集っています。偶然のように思えて実は必然だったりする。親子
の縁も考えてみれば不思議な縁です。現実、なんらかのご縁で厚木ロータリークラブに入会されている事と思
います。折角のご縁を大切にしながらロータリアンの仲間同士として朗らかなクラブ運営を心がけて参りた
いと思います。
IV.厚木ロータリークラブの将来「100周年へ」
新会員の具島さんの言葉は嬉しかったです。
「ロータリーに入会した事を家族が喜んでくれた。ロータリー
に魅力を感じています。出来る事は協力します」と。励みになります。渡辺治夫ガバナーエレクトが、あるクラ
ブの声として「無理な会員増強は必要ない。今のままで十分だ」と紹介されました。続けてそのクラブでは良い

クラブ運営がなされている事に敬意を表しながら、第2780地区の半分以上の会員が60歳以上との高齢化への
危機感を訴えました。厚木ロータリークラブの10年、20年、100周年に向けて、いま出来る事を皆さんと語り
合いながら、2年後の2016年5月8日創立55周年につながればと思います。
V.歴史ある厚木ロータリークラブ「豊かな森へ」
53年経過した厚木ロータリークラブの森には、年輪を重ねた名木がたくさんあります。この目で「厚木ロー
タリークラブの森」を見ることが出来れば壮観ではないかと思います。
森は多種多様な生物が生息するからこそ多くの新しい生物を育むことができます。
どんな大樹も小さな芽から始まったはずです。私も入会15年目になりますが、始めはいつ踏まれても気づか
れないような小さな存在でしたが、多くの先輩方に辛抱強く育んで頂き今日まできました。これからも新しい
仲間の樹や小さな芽も温かく育んでいって頂きたい。やがてその小さな芽が大樹へと成長し、今度はその大樹
が足元に出た芽を大切に育んであげられることを信じております。
VI.次年度の委員会の取り組み「委員会内の親睦からはじめよう」
新しい年度には、ＲＩや地区の方針に基づき、会長が何をしたいかを各委員会に具体的に伝え、それを実現
するものと思っておりました。しかし出来れば各委員会の主体性を尊重しながら結果として会長の押し付け
にならないよう、連携を取り合って参りたい。
次年度はロータリー歴の浅い方に委員長、副委員長について頂いております。委員会内での親睦を深め合い
交流を通じて、厚木ロータリークラブの活性化へとつなげてまいりたい。
「やってみようとの心の芽生え」を大切に、パスト会長の皆様よろしくお願いたします。
山本五十六「やってみて

言って聞かせて

させてみて

ほめてやらねば

人は動かじ」

VII.クラブと地区のギャップ「相互理解への心」
渡辺ガバナーエレクトは、会員増強を通して地区とクラブの関係を親子に例えて、
“親（地区）が「勉強（会員
増強）しなさい」、子（クラブ）
「いまやろうと思ったのに。あ～あ、やる気がなくなっちゃった」”と話してくれま
した。
ＲＩや地区の方針などに対してクラブとしてアレルギーの様なものがあるかもしれません。相互理解が不
可欠に思えます。ＲＩや地区からの方針を尊重しながら、厚木ロータリークラブに合ったやり方などが必ずあ
ると信じております。
VIII.テーマ
「他人(ひと)の為に灯(ともしび)をともせば、我が前

明らかなり」とあります。明かりをともすなら人の為に

灯(ともしび)をともしてゆけるように心がけて一年間滝沢勇幹事と力を合わせまして努めさせて頂きます。皆
様のご理解とご協力、そしてご指導の程よろしくお願い申し上げます。
2014-15年度

ＲＩテーマ

「Light up Rotary

ロータリーに輝きを」

地区テーマ

「Light up Myself

自分自身に輝きを」

クラブテーマ 「他人(ひと)の為に灯(ともしび)をともせば、我が前

明らかなり」

出席報告

プログラム表紙

壽永会員

全体会議

表彰式

親睦会

記念撮影

＜会員 37 名、出席対象 32 名＞

4 月 8 日例会

確定出席率 90.63％

4 月 22 日例会
＜欠席＞
小山賢司君

出席 31 名

欠席 1 名

出席率 96.88％

