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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2626回例会（10月7日）☆司会

点鐘 …前田賢一会長

森住

等 副SAA

会場： 藤沢商工会議所 ミナパーク

斉唱 …君が代・厚木 RC の歌
ゲスト紹介

藤沢市藤沢607番地1

電話

0466（27）8888

・
「クラブ研修リーダー研修会」開催のお知らせ
日時： 2014年12月1日（月）登録13：00 ～
開会13：30 ～
会場： 藤沢商工会議所 ミナパーク
◎厚木商工会議所

より

・第4回厚木商工会議所ゴルフ大会の開催について
（参加依頼）
◎厚木市役所

より

・厚木市制60周年カウントダウン事業セーフコ
ミュニティシンポジウムｉｎあつぎの開催につ
いて（ご案内）
石塚 愛さん
（2009 ～ 2010年度交換留学生）

会長報告

幹事報告
◎例会変更
・平塚ＲＣ
10月 2日（木） ガバナー公式訪問

◎ガバナー事務所

10月16日（木）→10月19日（日）地区大会へ振替

より

＊ﾎﾃﾙでの例会はございません。

・財団資金推進委員会よりロータリーカードに関

10月30日（木） 休会（定款による）

するお願い。
・会員退会防止セミナーの開催のご案内
日時：2014年11月5日（水曜日）
14：30受付開始

15：00 ～ 16：45

場所：アイクロス湘南
（AI-CROSS SHONAN）７階「研修室」
演題：ロータリークラブの理想の姿と魅力あ

スマイル
山本淳一君
あらしご

じゅうさんや

て

「嵐後の 十三夜の月 すすき輝る」台風で観られない
と思っていた十三夜の月が澄んで光っていました。
壽永純昭君

るクラブとは？

妻智子の誕生祝を有難う座います。と予定稿を入れま

・
「新会員の集い・大同窓会」のお知らせ

す。10/8、明日が妻で10/14（火）が小生です。当日賞で

日時： 2014年11月23日（日）

すが、寺の大切な行事の為、来週は欠席します。お祝い

18：00 ～ 20：00（受付17：30 ～）

有難うございました。
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。」
＊会員誕生日

＊夫人誕生日

＊結婚記念日

＊入会記念日

壽永純昭君（14日）

三橋一皓君（登志子夫人20日）

今井一男君（18日）

栗原良幸君（19日）

髙橋 宏君（美穂夫人20日）

栗原良幸君（20日）

今日の例会（2014 年 10 月 14 日）
「NISAと株主優待」
担当：具島 健太郎君

具島健太郎君（H25.10.15）

次回の例会（2014 年 10 月 21 日）
「職業奉仕親睦合同例会」
（移動例会）
担当：職業奉仕委員長

鈴木 茂夫君

親睦活動委員長

十亀 健志君

小林

透君

黄金井一太君

先日に参加させていただいた西嶌洋一事務所主催の

所用のため早退させていただきます。

ゴルフコンペで立派な商品をいただきました。あり

黄金井康巳君

がとうございます。順位は6位で商品はゴルフウェッ
チです。
髙橋

吉川博宣君

宏君

申し訳ありません。所用の為早退します。

最近公務多忙？の為、2回お休みしたので皆様に忘
れられないようスマイルします。
西迫

所用のため、早退いたします。

哲君

栗原良幸君
石塚愛さん、ようこそ厚木ロータリークラブへ。リヴ
の在日中は大変お世話になりました。

日曜日から土曜日まで上海同済大学の医学生が4名
「西迫政夫医学育英基金会」を活用して在日団が来て

今日のお花

いる為、担当でありますが早退させていただきます。
海よりも深く反省しておりますので無礼をお許しく
ださい。
常磐重雄君
石塚愛さん、ようこそ当クラブへ。アメリカへのロー
タリー奨学生としてのエントリー応援しています。
青山泰秀君
石塚愛さん、ようこそ我がクラブへ！末娘の受験の
際は、英作文の添削をありがとうございました。
バラ（壽永純昭君）

青山泰秀君
結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。因みに
26回目です。

柿（壽永純昭君）
十三夜のススキ（山本淳一君）

卓話 米山月間「海外経験を生かして」
担当：米山奨学委員長
講師：2009 ～ 2010年度交換留学生

Today’s program

•アメリカでの留学生活
•現在

•将来の夢
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◆North/South Rotary All Star Game
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My School Life

Tutor center
Algebra
Culinary Art
Vocal Ensemble
American History
Language Art
Tech core

Class

Tutor Center
Mrs. Haymond

Algebra
Mr.Gault

Culinary Art
Mr.Weist

Vocal Ensemble
Mr.Weinberger

American History

Language Art

Tech Core

Mr.Trejo

Mr.Del Simone

Mr.Thiessen

私の将来の夢
チャイルド・ライフ・スペシャリスト

・北米の認定資格
・主に小児病院や小児病棟に勤務
・入院している子どもとその家族を心理的
にサポートする
・日本で働くCLSは33人(2014年4月現在)

Thank you for listening!
この留学がなければ今の私はいません。

厚木RCの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです!
ありがとうございました。

石塚愛

出席報告

＜会員 39 名、出席対象 34 名＞

9 月 16 日例会
確定出席率 97.14％
＜事後メイク＞
髙橋 宏君（9月22日／海老名RC）

10 月 7 日例会
出席 30 名 欠席 4 名 出席率 88.24％
＜欠席＞
滝澤 勇君、前島憲司君、小野 修君、小山賢司君

