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ロータリーに輝きを

2014 ～ 2015

国際ロータリー会長

ゲイリー C.K ホァン

第2614回例会（7月1日）☆司会

山口巖雄 SAA

飛鳥井

点鐘 …前田賢一会長

豊君

前年度の最終例会欠席させていただきました。前田

斉唱 …君が代・厚木 RC の歌

会長、会田副会長、滝澤幹事さんご苦労さまです。頑

会長報告

張って下さい。

◎ガバナー事務所

本多正彦君

より

・2014-15年度地区財団セミナーのご案内

新しく前田年度が1日より、スタートした事に期待し

日時

2014年7月19日
（土）
（13:00 ～ 17:00）

ています。滝澤幹事さんはじめ各理事さん、よろしく

場所

辻堂駅前

お願いします。とに角、おめでとうございます。

アイクロス湘南

・7月ロータリーレート
・職業奉仕委員会

7階研修室

1ドル＝１０２円

活動報告週報

・財団奨学生募集のご案内
より

・
［理想のロータリークラブ］冊子
◎ロータリーの友事務所

より

・
［ロータリーの友］電子版のご案内

スマイル

前田会長、滝澤幹事、一年間頑張って下さい。
前田賢一会長、滝澤勇幹事の本年度のご活躍をご期
待申し上げます。
西嶌洋一君
前田会長、滝澤幹事、本日よりスタートです。一年間
体調に気をつけられ楽しい例会にしていって下さい。
山本淳一君

前田賢一会長・会田義明副会長
滝澤

敏君

國方達央君

・半期報告書
◎大和中ロータリークラブ

吉岡

前田会長・滝澤幹事・会田副会長・鈴木副幹事、今
年度よろしくおねがいいたします。

勇幹事・鈴木茂男副幹事

本日より、2014-2015年度がスタート致します。会田

黄金井康巳君

義明副会長、滝澤勇幹事、鈴木茂男副幹事と4人力を

前田会長、滝澤幹事、一年間よろしくお願いします。

合わせて一年間務めさせて頂きますので絶大なる皆

私、本日で入会丸24年、満61才となり、合計85で、出席

様のご理解とご協力、ご指導を何卒よろしくお願い

免除の所まで来ました。24年間、皆出席で来ました

申し上げます。

が、これからは、少しのんびりとロータリーをやります。

髙橋

宏前会長・常磐重雄前幹事

壽永純昭君

先週は、数多くの会員のご参加をいただき、大変あり

前賢丸の出航を祝してスマイル致します。やっとおち

がとうございました。又、二次会までおつき合いいた

ついて弁当を食べられます。今季も一年がんばりま

だいた方々ありがとうございました。無事、花束も自

しょう！

宅まで持ち帰る事ができました。一年間ありがとう

柳田純昭君

ございました。

前田会長、滝澤幹事いよいよスタートですね。ご活躍

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

本多正彦君（多恵子夫人 11日）

今日の例会（2014 年 7 月 8 日）
「クラブ協議会」
担当：前田賢一会長

壽永純昭君（H 4. 7.14）

次回の例会（2014 年 7 月 15 日）
「クラブフォーラム」
担当：クラブ研修リーダー 山本淳一君

をお祈り致します。一年間宜しくお願いします。
山口巖雄君

森住

等君

今井一男君
前田会長のもと、引き続き「クラブ会報」を担当させ

前髙橋会長、常磐幹事、1年間ご苦労様でした。前田

ていただきます。卓話原稿につきましては、可能な

会長、滝澤幹事、1年間宜しくお願いします。柳田

限りデータでの提供をお願いします。話は変わりま

SAA、十亀副SAAもご苦労様でした。今年度、私 山

すが、本日付で組織名が少し変わります。NTT東日

口、森住でSAAを担当させて頂きます。宜しくお願い

本・南関東、神奈川西支店、県央営業支店となります。

します。

7/16
（水）に厚木商工会議所と共催で、セミナー・相

髙橋

談会を開催します。興味がありましたらご参加くだ

宏君

前田会長、会田副会長、滝澤幹事、鈴木副幹事、御就任

さい。セミナーの案内とあわせて、新サービスのチラ

ごくろうさまです。一年間長いようでもあり実際は

シを配布させていただきます。よろしくお願いいた

短いですので完全燃焼してください。一年間御指導

します。

よろしくお願いします。

小林

透君

栗原良幸君

常磐重雄君

前田会長、一年間よろしくお願いいたします。スマイ

誕生日のお祝いありがとうございます。とうとう40

ル委員会としてがんばります。目標額は60万円以上

歳になりました。前田会長、滝澤さん、1年間頑張っ

です。会員の皆様のご協力お願いいたします。

て下さい。

今日のお花

米山尚登君
前田新会長、一年間よろしくお願いします。がんばっ
て下さい。所用により早退します。
西迫

哲君

入会記念ありがとうございます。又、本日より前田会
長年度、出来る限りお手伝いさせていただきますの
でよろしくお願い致します。
吉川博宣君
前田会長、滝澤幹事、本年度よろしくお願い致します。
栗原良幸君
髙橋前会長、常磐前幹事、1年間ありがとうございま
した。前田会長、滝澤幹事、今年も宜しくお願い致し
ます。

姫緋扇水仙（本多正彦君）

小山賢司君

むくげ（壽永純昭君）

本日もよろしくお願い致します。

卓話「新年度活動方針」
担当：前田賢一会長
ＲＩテーマ 「Light up Rotary
地区テーマ 「Light up Myself

ロータリーに輝きを」
自分自身に輝きを」

◎皆様こんにちは。本日より一年間、厚木ロータリークラブの2014-2015年度の会長を務めさせて頂きます。
浅学菲才の若輩者ではございますが、今年度は、会田義明副会長、滝澤勇さんには幹事、鈴木茂男副幹事に就い
て頂き、厚木RC発展に向けまして一年間力を合わせて参りたいと思います。皆様のご指導ご鞭撻の程よろし
くお願い申し上げます。
◎事業計画書作成に原稿ありがとうございました。
◎また今年度も「花のある例会」ご協力をお願いいたします。
◎今年度の、RI会長、渡辺治夫ガバナーの方針は、事業計画書をご覧ください。
「会長方針」あいさつを読ま
せて頂きます。
◎黄金井一太チャーターメンバーは、創立50周年記念誌にて「県央地区トップクラブとして
り強く持ち

互いに自覚して行動しよう」と述べられております。私の大切な指針です。

会員の絆をよ

◎歴史と伝統ある厚木ロータリークラブと他の方から言われるととてもくすぐったい思いをしておりまし
た。しかし、私自身15年目を迎えますが、最近は決して思い上がりなどの考えではなく、その言葉に誇りを感じ
ます。それは、今日まで厚木RCを築き上げて頂いた諸先輩方のおかげであります。この伝統の中に私自身、県
央地区トップクラブの自覚を感じさせて頂いている事と実感しているからです。言わずとも、常識豊な節度を
もった行動であらねばならい。という気風は時には窮屈のようになりますが、自身の職業を通じて社会に貢献
し行く精神はこれからも大切に持ち続けてまいりたいと思います。諸先輩方から今まで、様々な場面で様々な
アドバイスやお話を聞かせて頂いておりました。井の中の蛙になるな、しっかりロータリーの基本を学べ、出
席義務の大切さ、などなど。その時は、正直ぴんとこない事もありましたが、今日まで準備をすすめるにつけ、
あらためて厚木RCの素晴らしさを実感している日々です。親の小言と冷酒は後から効いてくる的な感じで
す。これからもパスト会長はじめ皆様よろしくお願いします。
◎あらためて厚木ロータリークラブの潜在能力はポテンシャルがすごい。と思っている。チャーターメン
バー、パスト会長、これからの会長、新会員、何より、サラリーマンの方々。特別なことよりも、会員それぞれの
潜在能力を仕事とは別に少しロータリーに差し向けて頂けるだけで十分ではないかなと思っております。一
年かけて厚木RCのポテンシャル潜在能力を見出して参りたいと思います。
◎会員増強のセミナーに先週、滝沢幹事と西嶌会員増強委員長と3人で参加しました。セミナーの発表の中
で一番印象に残ったのが、会長が率先垂範することが先ず大切。との意見でした。帰路、頑張ろうと思いまし
た。事業計画書の会長方針も「会員増強」を慌てて書き入れました。自分一人や会員増強委員長が先ず頑張るこ
とは、もちろんですが、じゃどうすればいいのか考えましたが、これだ！という答えはでてきませんでした。
◎私の好きな例えで、
「豆腐とおから」の例えがあります。これは、仕事などで目的と行動がちぐはぐになっ
たり、本末転倒にならないように心掛け気を付ける時にこのフレーズを自分自身に言い聞かせます。豆腐を作
るとおからできます。おからを作るために豆腐は作りません。良い豆腐を作れば、美味しいおからができる。会
員増強はあくまで、豆腐から生まれるおからだと思っております。良い豆腐を作るがごとく、良いクラブがで
きれば、おのずと会員増強ができるはずです。また、スマイルボックスや出席率も活性化かするはずです。
◎楽しいところには人は集まる。仲が良いところには人が集まる。意味のあるところ。意義のあるところ。価
値あるところ。力のあるところ人は集まる。しかし、逆もしかりです。
◎良いクラブの条件の一つに、漠然ですが良い雰囲気もあると思います。その為にも、折角に集まった縁で
すから仲良くゆきたいです。先ず心がけることはできること、相手を肯定すること。小林透パスト会長のいつ
も「いいね」の精神。よかれと思う事には「いいね」で一年間心がけたい。寛容の精神。
◎明年に控えます55周年へ、いまよりも少しでも良い形で次年度会田年度に繋げてまいりたいと思います。
滝澤幹事と二人三脚で力を合わせ頑張りますので、皆様のご理解とご協力、ご指導の程よろしくお願い申し上
げます。
～

ひ

と

ともしび

他人の為に 灯 をともせば
～

我が前

明らかなり

Lighting for others makes our paths bright.

～

～

前田賢一会長

滝澤

点鐘

森住

勇幹事

直前会長・幹事記念バッジ贈呈

等副ＳＡＡ・山口巖雄ＳＡＡ

スマイル・出席 小林

透委員長

会田副会長・前田会長・滝澤幹事・鈴木副幹事

出席報告

＜会員 38 名、出席対象 36 名＞

6 月 17 日例会
確定出席率 94.44％
7 月 1 日例会
＜事後メイク＞
＜欠席＞
田口周介君（6月27日／厚木県央RC）
市川信也君

出席 35 名

欠席 1 名

出席率 97.22％

