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国際ロータリー会長

ゲイリー C.K ホァン

第2644回例会（2月24日）☆司会

点鐘 …前田賢一会長

ですが、前田会長にお世話になるようですね。ご免な
さいませ。前田会長をはじめ会員皆様のご健勝を祈

会長報告

念してスマイルします。有難うございました。

◎ガバナー事務所

本多正彦君

より

ロータリーレート

1ドル＝118円

・財団奨学生オリエンテーションのご案内

です。でもすっかり春めいて来ました。
昨日の暖たかさで庭の「河津桜」が一輪咲きました。

◎例会変更

これから三寒四温をくりかえして春がきます。待ち

・大和田園ＲＣ
3月 6日（金）⇒3月 8日（日）ＩＭに振替
3月20日（金）⇒夜間移動例会

点鐘18：30

4月10日（金）⇒4月12日
（日）家族会に振替
5月 1日（金）⇒取止め例会（定款第6条第1節(ｃ)
項により）

遠しいですね。
西嶌洋一君
誕生日のお祝いありがとうございました。6回目の
年男で羊年です。
柳田純昭君
入会記念を有難うごさいます。19年目に入ります。

スマイル

まだまだかけだしですが、これからもどうぞ宜しく。

前田賢一会長・会田義明副会長

所用為、早退させていただきます。

勇幹事・鈴木茂男副幹事

大和ハウス工業株式会社厚木支社、志保達郎支社長
のご入会をお慶び申し上げます。大和ハウス工業様
の益々の御発展と志保支社長のご活躍を期待してお
ります。

会田義明副会著
22日のロータリーデ－に参加された皆様、大変お疲
れ様でした。私は21日、22日と自治会役員の研修視
察の為栃木方面へ行っていたため、欠席してしまい
ました。おわびのスマイルを致します。

志保達郎君
大和ハウス工業の志保でございます。厚木ロータ
リークラブのお仲間に入りたく存じます。皆様、何卒
宜しくお願い申し上げます。
大川

例会の連続欠席で、クラブに借りがある様な気持ち
壽永純昭君

幹事報告

滝澤

等 副SAA

て頂きました。嬉しい限りです。私が本来次回の幹事

斉唱 …それでこそリータリー

・3月

森住

十亀健志君
3月3日の創立記念例会、私用のため欠席いたします。
申し訳けありません。
青山泰秀君

浩様（東京羽田RC）

1月28日のゴルフコンペで奇しくも大川が優勝させ

先週サイフを忘れ、コインパーキング用に￥1000を

前田会長から寸借しました。返済はスマイルへとの
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
栗原良幸君（5日）

＊夫人誕生日
森住 等君
（美重子夫人5日）

今日の例会（2015 年 3 月 3 日）
「創立記念例会」
（移動例会）
担当：前田賢一会長

＊結婚記念日
山口巖雄君（4日）
三橋一皓君（5日）

＊入会記念日
山本淳一君（S59.3.6）
加藤一郎君（S36.3.7）
黄金井一太君（S36.3.7）

次回の例会（2015 年 3 月 10 日）
「未定」
担当：髙橋

浩君

ことでした。報告傍々、自分のスマイルと一緒にしま

今日のお花

した。
栗原良幸君
事業所開設の御祝、有難うございました。

河津桜（壽永純昭君）

クラブ協議会
担当：前田賢一会長
【会場監督】 委員長 山口巖雄君
事業計画書に準じて例会をはじめ、各々の会議等、秩序ある運営に努め
ております。又会員各位のご協力により例会等有意義に運営を図ること
が出来ていると自負しております。
時に今年度の重点目標として時間厳守に心を注いでおり、お陰様で例
会運営がスムースに運営が出来ております。卓話に於いても、担当者のご
尽力、ご協力により、重篤に例会、卓話等が行われております。感謝いたし
ます。今後も礼節を大切に“花のある例会”運営に努めて参ります。
【クラブ財政】 委員長 髙橋

浩君

クラブ財政は副委員長に恵津晴夫会員、委員長髙橋浩で活動していま
す。クラブ会計は会長・幹事及び理事会が常にクラブ財政を正確に把握
することができるようにし、クラブ運営に当たって支障をきたすことが
ないよう、厳密かつ正確な会計管理を行います。の趣旨で半期に一度一般
会計につき報告の時期ですが、本日現在できておりません。申し訳ござい
ません。鋭意半期報告書作成し、開示させていただきます。
【スマイル・出席・プログラム委員会】 副委員長 栗原良幸君
小林委員長が欠席の為、代筆にて失礼致します。
「スマイル」
「出席」
「プ
ログラム」の各項目につきましては予定通りの進行がされていると思い
ます。スマイルにつきましては目標に対して、前年比で多少下回っており
ます。これからも沢山のスマイルを宜しくお願い致します。

【親睦活動委員会】 委員長 十亀健志君
2014年7月～ 2015年2月までの活動報告と収支報告
8月5日

納涼親睦例会を開催し東京ミッドタウン散策とビルボード

ライブ東京で音楽を聴き食事をしました。参加者は26名。クラブ出費
￥290930となりました。
12月9日

忘年親睦例会を開催。参加人数51名。クラブ出費￥592192と

なりました。
2月24日までの予算残金は￥316878となっております。これからの予
定では4月7日に春の親睦例会を玉川館さんで開催致します。後日ご連絡等ご案内させて頂きます。
【クラブ広報委員会】 総括委員長 國方達央君
クラブ広報委員会は、地区の公共イメージ委員会との関連で、8月の
3ロータリー合同の厚木鮎まつりでのポリオエンドナウキャンペーンに
昨年と同様に参加してまいりました。又、今年度のロータリーの友2月号
の38ページで、2015年の7月からロータリー特別月間が大幅に名称を変
更した事がRI理事会で決定した事が記載しておりますので会員の皆様
にロータリーの友をご一読していただきたいと思います。
今後の活動につきましては、4月14日はロータリー雑誌月間として卓
話になっております。当日は第2780地区、公共イメージ委員長佐々木辰郎さんにお願いして、公共イメージに
ついてお話をお聞きする予定です。
雑誌・広報・年史につきましては、年度計画書の通りとさせていただきます。
【クラブ会報・IT委員会】 委員長 今井一男君
【クラブ会報】
・週報に、毎週の例会の状況を、正しく記述し、写真も掲載することで、
厚木ロータリークラブの活動記録として確実に保存しています。
・週報は速やかにホームページ上に公開することで、公共イメージの
向上、認知度向上の一助となるように努めています。
・卓話の内容を、週報に正確に記録するという観点から、データでの情
報提供にご協力をいただいています。
【ＩＴ（Information

Technology）
】

・厚木ロータリークラブのホームページを活用し、外部への情報発信を行い、公共イメージの向上を図って
います。
・ロータリー活動の理解と認知度向上につなげ会員増強にも貢献できるよう継続的にＩＴを活用した情報
発信を行っていきます。
引き続き皆さまのご協力をお願いします。
【クラブ研修委員会】 リーダー 山本淳一君
7月には、今まで会員紹介の多い西嶌・壽永両会員に厚木ロータリーへ
の思いをお話しいただきました。
1月には不易流行とロータリーについて本多会員に、親子三代に亘る
ロータリアンの小林会員にロータリーへの期待をお話しいただきまし
た。
そして2月には恒例の炉辺会談は入会2年未満の新会員と会長経験者、
現会長、幹事、副会長計21名の参加で有意義な懇談ができました。
研修リーダーに課せられたテーマは効果的なクラブづくり活性化であり、具体的な「RI戦略計画」というも
のもあり我が厚木ロータリークラブではその実があがっていると思う。

【会員選考・職業分類委員会】 委員長 黄金井康巳君
今年度の新会員は、8月に青山さんの再入会、9月にアサヒビール井上
さんの入会と、ここで、ダイワハウス志保さんの入会の3名です。
私共の委員会は、会員皆様からの候補者の推薦がないと、委員会の活動
が始まりません。まだ、今年度後半4 ヶ月ございますので、会員増強委員
会と共に会員皆様からも厚木RCに相応しい方のご推薦を、よろしくお願
いいたします。
【会員増強委員会】 委員長 西嶌洋一君
年度計画書のP28をご覧下さい。会員増強を考えるとき、ロータリーが
魅力あるものでなければ人は集まりません。
「楽しい例会」を心がけ、又地
域のためになる奉仕活動の実施等あらゆる機会をとらえて会員一人一人
がロータリーへの入会勧奨を積極的い行って下さい。よろしくお願いし
ます。

【奉仕プロジェクト委員会】 総括委員長 吉岡

敏君

奉仕プロジェクト委員会を構成する、職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、
国際奉仕の各委員会は、それぞれ年度計画に基づき活動をしてまいりま
した。
【国際奉仕委員会】 委員長 吉岡

敏君

RI及び地区の方針に基づく諸施策への協力を行うとともに、本年2月の
世界理解月間にちなみ、地区国際奉仕委員会の成田清委員長（平塚西RC）
に「難民支援」と自身の国際奉仕経験についての卓話をして頂きました。
【職業奉仕委員会】 委員長 鈴木茂男君
事業計画書に記載の通り実施いたしました。10月21日の親睦活動委
員会との合同の事業所見学は、フジタ工業の耐震設備の研究所と市川会
員の、製材所を25名の参加で実施させていただきました。いろいろお世
話になりました。

【社会奉仕委員会】 委員長 丸田隆弘君
社会奉仕委員より報告いたします。昨年８月３日の鮎祭り清掃活動と
先週２月２２日のロータリーデイにおける活動として厚木３クラブ合同
で行われた本厚木駅周辺の清掃活動を行いました。
ともに、多くの方にご参加いただき、本厚木の美化に貢献できたものと
考えております。
ご参加いただきました皆様、ご協力誠にありがとうございました。

【新世代奉仕委員会】 委員長 前島憲司君
9月2日新世代のための月間として地区委員会からゲストをお呼びし
て卓話をしていただきました。
4月11日は毎年行っている日本ティーボール協会の神奈川県連盟主催
の第3回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予定で
す。

【米山奨学委員会】 総括委員長 西迫

哲君

P32をご参照ください。目標にはまだまだですが、あと4 ヶ月皆様のご
協力をお願いします。

【ロータリー財団委員会】 委員長 常磐重雄君
皆様の協力もあり、無事当クラブの財団寄付は1人214.28ドルというこ
とで、目標の200ドル以上を達成しました。
ポリオ寄付1人40ドルも問題なくクリアできました。ありがとうござ
います。
残るはベネファクターです。どなたかロータリー財団恒久募金へ1000
ドルを無条件で寄付をお願い致します。

ロータリーデー 3 クラブ合同除幕式
会場：本厚木駅南口ロータリー
日時：2015年2月22日

新会員紹介
ふ り が な しほ たつろう
氏
名 志保 達郎 君

生 年 月 日 昭和50年1月30日
（40歳）
事業所住所 厚木市酒井 3120
推 薦 者 山口 巖雄君
勤 務 先 大和ハウス工業㈱厚木支社 職業分類 総合建設業
家 族 構 成 美香（妻）悠太（長男）倖史郎（二男）
趣味・特技 ゴルフ
所属委員会 クラブ管理運営

出席報告

＜会員 39 名、出席対象 38 名＞

2 月 10 日例会
確定出席率 96.88％
＜事後メイク＞
前島憲司君（2月19日／海老名欅RC）

2 月 24 日例会
出席 36 名 欠席 3 名 出席率 94.74％
＜事前メイク＞
小林 透君（2月22日／ロータリーデー）
＜欠席＞
米山尚登君・小山賢司君

