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世界へのプレゼントになろう

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
　本多正彦君（30日）
　志保達郎君（30日）
　髙橋伸一郎君（31日）
　市川信也君（2月1日）

＊夫人誕生日
　十亀健志君
　（貴子夫人27日）

＊結婚記念日
　具島健太郎君（29日）
　髙橋　浩君（30日）

＊入会記念日
　本多正彦君（S62.1.27）

点鐘　…会田義明会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介
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禛君（米山奨学生）

ゲスト紹介

大川　浩様（東京羽田RC）

会長報告

◎RI日本事務局　より
・Ｒ財団RHFピン
◎ガバナー事務所　より
・ローターアクト第27回地区大会のご案内
2月14日（日）鎌倉プリンスホテル

・インターアクト一泊研修会ご参加のお願い
・米山奨学生修了学生修了式／歓送会開催のご案内
2月14日（日）　15：00 ～　藤沢商工会館

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・特別寄付金明細書送付
米山功労者感謝状及び表彰品（該当者）

・米山功労クラブ感謝状送付の件
・ハイライトよねやま190
◎大和田園RC　より
・IM　パンフレット
◎厚木市友好交流委員会　より
・「友好交流ニュースレター第20号」
◎県央経営者会　より
・第53回例会「新春の集い」のご案内
◎厚木青年会議所　より
・賀詞交歓会出席御礼

幹事報告

◎例会変更
・大和中RC
1月21日（木）　→　1月23日（土）移動例会に振替
「新春落語会　ロータリー寄席」
場所　大和式礼
2月11日（木）　祝日休会
2月18日（木）　→　2月14日（日）第6グループIM
に振替
2月25日（木）　→　2月21日（日）
3クラブ合同ロータリーデーに振替

委員会報告

◎ゴルフ同好会
1/20	9：40 ～開催。追加参加可能

第2684回例会（1月19日）☆司会　石村哲也君

今日の例会（2016 年 1 月 26 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

次回の例会（2016 年 2 月 2 日）

「平和と紛争予防／解決月間」
担当：国際奉仕委員長	小林　透君

講師：認定NPO法人難民支援協会	代表理事
石川えり様



スマイル

大川　浩様（東京羽田RC）
厚木RCの皆様、今年もよろしくお願いします。明日
のゴルフ会もよろしくお願いします。

会田義明会長・髙橋　浩幹事
先週の3クラブ合同賀詞交歓会では皆様のご協力の
お陰を持ちまして無事成功裏に終えることができま
した。改めて感謝申し上げると共に、お礼のスマイル
をさせていただきます。ありがとうございました。

会田義明会長
入会記念日のお祝いありがとうございました。

前田賢一君
事業所開設祝いをありがとうございます。創業48年に
なりました。50周年に向けて頑張ります。会田会長、
先週の賀詞交歓会では遅刻してすみませんでした。

和田勝美君
12日の3クラブ合同賀詞交歓会、理事・役員の皆さま、
また出席された会員、そして事務局浅井さん、おつか
されまでした。今年もどうぞよろしくお願いします。

髙橋　宏君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。来年も
お祝い頂けるよう心がけます。

滝澤　勇君
入会のお祝いをありがとうございました。

井上　聡君
本日業務のため、早退いたします。

今日のお花

白梅（壽永純昭君）
青木（山本淳一君）

理事役員会 議事録

日　時：1月19日（火）　13：30 ～（例会終了後）
会　場：厚木商工会議所　408号室

1．会長挨拶	 	 会田義明	会長

2．例会行事
1月度例会
26日（火）	 クラブフォーラム	 クラブ研修リーダー　山本淳一	会員
2月度例会
2日（火）	 平和と紛争予防解決月間	 国際奉仕委員長　小林　透	会員
9日（火）	 卓　話	 志保達郎	会員
16日（火）	 卓　話	 髙橋伸一郎	会員
23日（火）	 卓　話	 丸田隆弘	会員

3．議題
　①例会行事について
　②12月15日	 第6回会長幹事会報告	 会　長
　③ 2月14日（日）	 IM　於：オークラ海老名	 ホスト　大和田園RC
　④ 2月21日（日）	 ロータリーデイ	 厚木3ロータリークラブ
　⑤ 5月24日（火）	 創立55周年記念例会（移動例会）	 会　長
　⑥その他



卓話「クラブ協議会」

担当：会田義明会長

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 國方達央君
クラブ管理運営委員会、総括委員長の國方でございます。
クラブ会長の年度計画書に従い、半年を経過いたしました。会場監督、ク
ラブ財政、スマイル・出席・プログラム委員会、親睦活動委員会の各委員会
ともスケジュールが年度計画書の通り、滞りなく進行している事を報告さ
せていただきます。

【会場監督】　SAA 髙橋　宏君
本年度は新しい試みとして、新会員の方々にSAAの経験をしていただい
て早く厚木RCの例会を理解していただけるように御協力を頂いています。
又引き続き規律と品位、和やかな雰囲気、スムーズな進行等々を心がけ
て、残り半年がんばります。

【クラブ財政】　委員長 滝澤　勇君
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。
一般会計については、その予算と実績の対比を１２月、６月の末日現在で
報告書を作成し、各員会に報告することにしており、１２月末現在の結果は
まとまり次第ご報告致します。
ニコニコ会計については、７月から１２月までの実績が予算の５割を超
えており、順調に推移しています。
その他の事項については、必要の都度、ご報告申し上げます。

【スマイル・出席・プログラム委員会】　委員長 和田勝美君
スマイルは、年間目標に対して適正に推移しています。引き続きご協力を
お願いいたします。例会を欠席せざるを得ないときは、事前に事務局にご連
絡をいただくとともに、事前・事後メイクアップをお願いします。皆様の卓
話は順調ですが、当委員会からの事前確認が不足しておりました。原則とし
て、卓話担当の2週間前に原稿準備等の確認をさせていただきます。どうぞ
よろしくお願いいたします。

【親睦活動委員会】　委員長 森住　等君
8月25日、納涼親睦例会では、紙すきや、川越での街なみ見学や、食事、10
月には、職業奉仕委員会と合同で、工場とスタジアム見学を行い、懇親会を
うかい亭で行いました。12月はロワジールホテルで、忘年親睦例会を楽し
く行いました。少しでもメンバーの親睦が深まればと、委員会メンバーと共
に考え行動し、おかげ様で楽しい半年がすぎました。残り半年、よろしくお
願いします。



【クラブ広報委員会】　総括委員長 黄金井康巳君
クラブ広報委員会	総括委員長の黄金井です。
本年度も8月の「END	POLIO	NOW」の街頭広報に始まり、会員皆様のご
協力の下に、順調に広報活動を行っています。引き続き、後半の半年もロー
タリー活動の公共イメージと認知度の向上に寄与してゆきたいと思いま
す。

【クラブ会報・IT委員会】　委員長 栗原良幸君
今期も半年が過ぎ、例会の議事録でもある週報とホームページの掲載は
例年通りに行われています。これからも今まで通りに活動していきたいと
思います。会員皆様のご協力をお願いいたします。

【会員増強委員会】　総括委員長 壽永純昭君
上半期に結果を出せず残念です。「超我の奉仕」の実践の為にも、下半期に
は良い報告が出来る様努力します。メンバー諸兄にも更なる候補者の選定
をお願い致します。

【クラブ研修委員会】　クラブ研修リーダー 山本淳一君
前半期7月21日の例会でロータリー戦略計画について、9月1日は重点分
野の「基本的教育と識字率向上」についての話をさせていただきました。
後半期1月26日クラブフォーラムでの卓話です。よろしくおねがいいたし
ます。
2月9日は炉辺会談を行います。入会2年未満の会員を中心にして会長経験
者とのたのしい懇談会です。通知はお出ししますが、2月9日	18：30	レン
ブラントホテル	会費5000円です。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 黄金井康巳君
雑誌・広報・年史委員会ですが、5月24日の創立55周年記念例会の内容
がまだ固まっておりませんが、55周年記念例会に合わせて、来るべき60周
年に向けて、50周年以降の5年間のクラブ活動の記録の整理と保管を一度
行っておきたいと考えております。
50周年以降の会長・幹事さんには、改めてご協力のお願いをいたします
ので、その際にはよろしくお願いいたします。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 山口巖雄君
本年度の会員選考基準にそって、理事会より会員候補者の推薦を受け、厳
正に審査させて頂きました。
幸いにも2名のご推薦を頂いた会員候補者は厚木ロータリーにふさわし
い識見を持ち、人格的に高い評価をさせて頂き、入会にふさわしい候補者で
あることを理事会に報告させて頂きました。
候補者：石村哲也君、市井雄二君



【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 小林　透君
各委員長、委員の活動でプロジェクト活動推進しており予定計画もたて
ております。10月職業奉仕見学会は多数の参加ありがとうございました。
5月には4回目Tボール大会を予定しております。

【国際奉仕委員会】　委員長 小林　透君
月間事業等本年度から多々変化しております。（2月・3月）ご理解ご協力
をよろしくお願いいたします。

【職業奉仕委員会】　委員長 常磐重雄君
本年10月27日、雪印海老名工場と味の素スタジアムに事業所見学に行き
ました。又、夜は親睦活動委員会と合同で、横浜うかい亭にて懇親会を行い
ました。
又、3月15日の卓話は地区より、本年地区職業奉仕委員会の磯部さんに来
て頂き、お話しを頂く予定です。今後の活動ですが、55周年に合わせて、厚
木RCの士業メンバーで、市民向けの無料相談会を開催できればと考えてお
ります。

【社会奉仕委員会】　副委員長 本多正彦君
昨年12月15日例会の「疾病予防と治療月間」は当委員会の担当で、地区研
修委員長の相澤パストガバナーを講師に迎えて「ロータリーのこれからの
戦略計画とR財団の6つの重点分野」の概要を「疾病予防と治療」の活動支援
につき勉強させていただきました。御理解いただけたでしょうか。
その次の週の年末例会で青山委員長が突然退会されました。大きなテー
マを処理して退会されたわけですが、どうもこの4月にも「母子の健康」の
テーマで、社会奉仕委員会が担当するプログラムになっていました。早速幹
事より地区に講師派遣を依頼していただきました。社会奉仕委員会は「鮎ま
つりの河川清掃」にはじまり「鮎漁解禁前の清掃」で終る定番行事と思って
いましたので、大変変化していて驚きました。
あと半年ですが、皆様の御協力で乗り切りたいと切に願っています。

【新世代奉仕委員会】　委員長 十亀健志君
昨年12月にNPO法人日本ティーボール協会神奈川県連盟理事長より次回
厚木オープンティーボール大会の協力要請のお話しを頂きました。本日の
理事、役員会にて議題に出し、検討致します。結果は後日発表・報告させて
頂きます。



出席報告　＜会員 40 名、出席対象 36 名＞

12 月 22 日例会　　確定出席率 89.19％ 1 月 19 日例会　　出席 31 名　欠席 5名　出席率 86.11％
＜事後メイク＞ ＜欠席＞

　志保達郎君・丸田隆弘君・三宅壯平君
　米山尚登君・小山賢司君

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 西嶌洋一君
P34をご覧下さい。
「募金目標」
・ロータリー財団	 一人	 200ドル以上
・ポリオプラス	 一人	 40ドル以上
・米山奨学	 一人	 20,000円以上
・ベネファクター	 一クラブ一人以上	 1,000ドル
あくまで自発的寄付ですが、ご協力をお願い致します。

【ロータリー財団委員会】　委員長 前島憲司君
平成27年11月10日ロータリー財団月間において地区米山委員長	小野良
太郎様より卓話をいただきました。
また、募金及び寄付についても引き続き受け付けております。総括委員長
の述べたとおり円安もあり目標額に達するにはみなさまのご助力が必要で
すのでご協力をお願いします。

【米山奨学委員会】　委員長 西嶌洋一君
P36をご覧下さい。
「米山奨学事業」
・目標額	 一人	 20,000円
　　上半期10,000円（会費と一括徴収）
あと半年ですが、目標額が気になりますので、ご協力をお願い致します。

第 95 回厚木ロータリークラブ　ゴルフコンペ

開催日：2016年1月20日（水）
優　勝：國方達央君
準優勝：石村哲也君
第３位：西嶌洋一君


