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西 迫　　哲
常 磐 重 雄
十 亀 健 志
森 住　　等
石 村 哲 也

2016～2017　国際ロータリー会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕するロータリー

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
　西迫　哲君（21日）
　小林　透君（25日）
　壽永純昭君（26日）

＊会員誕生日
　永石あつし君（21日）

＊夫人誕生日
　和田勝美君（なるみ夫人21日）
　前島憲司君（まり子夫人23日）

点鐘　…西迫　哲会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

米山奨学生 ルイ・ツ リン君（神奈川工科大学）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知

らせ
平成29年7月16日（日）　会費　3,000円
11時　小田急線「片瀬江ノ島駅」集合

・2019年規定審議会決議案承認のお知らせの件
◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より

・ハイライトよねやま207

幹事報告

◎週報
・相模原南RC

◎例会変更
・大和RC

6月20日（火）→　夜間移動例会に振替

委員会報告

◎ゴルフ同好会
第101回厚木RCゴルフコンペを本厚木カンツリー
クラブにて7月27日に開催致しますので、皆様のご
参加を宜しくお願い致します。

スマイル

西迫　哲会長
日曜日に当法人の創立記念祭である青葉まつりを開
催しました。梅雨真っ只中にもかかわらず天気にも
めぐまれ、沢山の来客とお客様にお越しいただき、盛
大に開催することができました。

吉岡　敏君
今週の土曜日、17日妻が満80歳、傘寿の誕生日を迎
えます。2人合わせて161才、よくここまできたもの
と思います。もう少し2人で「のさばらせて」下さい。
誕生日の花束有難うございます。

西嶌洋一君
上野動物公園でパンダが生まれたので嬉しいのでス
マイルします。自分には良い事がありませんので。

前田賢一君
この度、飛鳥井豊先生のご逝去に際しまして、心より
ご冥福をお祈り申し上げます。父が生前に「お前のス
ポンサーを飛鳥井先生にお願いした理由はそのうち

第2749回例会（6月13日）☆司会　前島憲司 副SAA

今日の例会（2017 年 6 月 20 日）

「地域包括ケア社会の実現に向けて」
担当：小林　透君

講師：厚木市福祉部 部長 野元優子様

次回の例会（2017 年 6 月 27 日）

「一年を顧みて」
担当：西迫　哲会長
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わかるよ」と言われた事がありました。飛鳥井先生が
スポンサーで本当に良かったと心から実感しており
ます。入会以来17年間、あたたかく見守って頂きま
した事により感謝申し上げ、生涯ロータリアンと貫
かれた姿勢をこれからも見習ってゆければと思いま
す。飛鳥井先生、本当に、本当にありがとうございま
した。　合掌

前田賢一君
この度、弊社の事務センターが岡田1丁目に引っ越し
をしました。本厚木南口より、徒歩15分になります。
新住所は
〒243-0021 厚木市岡田1丁目3-33
Tel.046-229-6311 ／ Fax.046-229-6333
※電話番号は従来の通り
お近くをお通りの際は、お立ち寄り下さい。なお、本
社は従来通り東京のままとなります。今後ともよろ
しくお願い致します。

髙橋　宏君
先週欠席して申し訳ありませんでした。翌日、調停に
行ったら相方は中RC次年度幹事佐藤さん、申立人の
代理人は当クラブの常磐さんでした。その中で水曜
日の中クラブへ森住さんと3人でメークしました。偶
然で楽しかったです。

井上　聡君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。本日
ちょうど19年を迎えました。19年前も今日のような
雨だったことを思い出しました。

髙野昌伴君
前回事業所開設のお祝いありがとうございました。
厚木支店は今年42才、私も8月で42才となります。偶
然ですが何かの縁だと思っています。厚木、そして厚
木支店に貢献できるよう頑張ります！ありがとうご
ざいました。

近藤憲司君
先週欠席で申し訳ございません。誕生日のお祝いあ
りがとうございました。お陰様で39歳になりました。
引き続きよろしくお願い致します。

今日のお花

紫陽花・額紫陽花（壽永純昭君）

例会 「クラブ協議会」

担当：西迫　哲会長

幹事 十亀健志君
①会員増強委員会　総括委員長　山口さんの代り

会員増強委員会は担当部門：クラブ研修、会員選考、職業分類、会員増
強となっております。

今期は入会会員5名　永石さん、中和さん、建部さん、芳澤さん、杉山さ
んの5名が入会されました。

退会は5名　加藤会員、國方会員、松原会員、小坂井会員、飛鳥井会員の5
名となり増員とはなりませんでした。

 ②会員選考、職業分類委員会
本来であれば飛鳥井会員が発表となりますが代りに発表させて頂きま

す。今期の入会者5名でしたが退会者5名となり増員とはなりませんでし
た。

 ③ロータリー財団委員会　市川委員長
市川会員に代り発表させて頂きます。37ページですが以下37ページを

全文を読み上げ。
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【クラブ財政】　委員長 鈴木茂男君
クラブ運営に当たって支障がきたすことないよう、厳密かつ正確な会

計管理を行いますという年度始めの発表のように、また12月と6月現在で
報告書を作成し発表いたします。一年間ご協力ありがとうございました。

【スマイル・出席・プログラム委員会】　委員長 滝澤　勇君
今年度は、委員長を滝澤勇が、副委員長を市川信也が務めさせていただ

きました。
毎回皆様から多くのスマイルをいただきありがとうございました。現

在、ニコニコ会計の予算を達成できるか否か、微妙なところです。
例会の出席率については、地区大会、IM等のメイクにより、出席率100％

を3回達成しましたが、ほとんどの例会は90％を前後しておりました。
5大祝の記念品としては、昨年に引き続き、事業所開設祝に黄金井酒造

様の日本酒を、結婚記念祝にワインを、そして、ご婦人誕生日祝にはお花
をお届けしました。会員誕生日祝には、震災後の熊本支援の気持ちを込め
て、熊本特産の晩白柚酒を、また、入会記念祝には、ささやかではあります
が国際貢献として、内戦が続いているシリアで生産環境が苦境にあると
言われている特産品のオリーブ石鹸を選定しました。

毎週のクラブ例会を年間プログラムに沿って実施していただき、あり
がとうございました。卓話についても、皆様のご協力により、スケジュー
ルを変更することは少なく、多くの有意義な卓話をしていただきました。
また、卓話の原稿の提出にもご協力いただき、週報に記録を残すことがで
きました。

この１年間の皆様のご協力に対して、心から御礼申し上げます

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 西嶌洋一君
本年度の当委員会は、各委員会の委員長、委員の皆さんの活躍により当

初の年度計画書通り各クラブ運営を円滑に進めることができました。
会員皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

【会場監督】　小林　透SAA
不慣れなSAAでしたが、会員皆様々のご協力によってなんとか実務を

行う事が出来ました。一年間ありがとうございました。
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【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 本多正彦君
雑誌：ロータリーの友の紹介を行うため、久しぶりに熟読しました。タ

テのページを読みましょう。
広報：会員の活動が広報です。クラブ恒例のイベントも継続していま

す。継続が広報です。
年史：週報が充実しています。事務局は保存版各一部がファイルされ

てます。電子媒体にも保存されています。

【親睦活動委員会】　委員長 和田勝美君
親睦活動委員会では会員相互の交流を深める活動に取り組み、年間を

通して例会場入り口での会員お迎え挨拶を行いました。
2016年8月30日「納涼親睦例会」では豊洲・築地方面を散策しスーパー

ドライホール・フラムドールでの懇親会、10月18日「職業奉仕・親睦活
動合同例会」は横須賀米軍基地の見学と日影茶屋での懇親会を開催。12
月20日にはレンブラントホテルさんで「忘年親睦例会」、2017年1月11日
の3クラブ合同賀詞交歓会の受付を担当し、4月4日にはセルバジーナさ
んで「春の親睦例会」を担当いたしました。

引き続き、年度末まで、例会場入り口でのお迎え挨拶を継続して行いた
いと思います。

【クラブ広報委員会】　総括委員長 壽永純昭君
公共イメージ啓蒙の為、市内広報メディア、各ライオンズと交流を持ち

ましたが、説明をすればする程、RIの戦略計画の困難さと、ライオンズの
違いについての説明に苦しむ事の多い一年でした。有難うございました。
加藤一郎委員のご逝去は残念でした。

【クラブ会報・IT委員会】　委員長 石村哲也君
一年間ありがとうございました。副委員長の市井会員に助けられ、例会

毎に1回刊行することができています。内容等についても目標にあげた情
報も掲載できたと思っております。

【クラブ研修委員会】　研修リーダー 柳田純昭君
今年度は、規定審議会において「柔軟性」という例外規定の導入という

大きな変化が有りました。2回のクラブフォーラムでは、今ロータリーが
抱える諸問題と柔軟性の採用に至った経緯、そして具体的な変更内容等
を説明し、会員がその変化を充分理解出来るよう努め、厚木クラブとして
の今後の方向を考える場としました。

新会員に対するフォローとしては、11月18日に開催された地区第6グ
ループの新会員セミナーで講師を務め、当クラブからも8名の新会員の参
加が有りました。又、2月21日には当クラブ恒例の炉辺会談を開催し22名
の参加を得て、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。

地区大会・ＩＭ・地区協にも多くの新会員に参加していただき、有難
うございました。
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【社会奉仕委員会】　委員長 髙橋　浩君
「人生というのは１分１分とあなたから逃げていきます。足りないから

といってスーパーで追加で買うことはできないのです。ですから人生を
活きるために戦ってください。人生に中身をあげてください。

あなたに夢があり、その夢のために戦い、希望を残ったものに伝えよう
としたならば、あなたのその魂が丘の上や広い海に少しでも残るかもし
れない。その一瞬の記憶がどんなに素晴らしい記念碑よりも、伝記より
も、賛歌よりも、詩よりも価値あるものなのです。」

ホセ・ムヒカ　ウルグアイ元大統領
平成28年4月17日　地区研修・協議会（於：相模女子大学）資料より。
昨年8月本厚木駅前から中央公園に架けての早朝清掃、先月の早朝河川

清掃及び会員地元での社会奉仕活動等、1年間ご尽力戴き誠にありがと
うございました。

今後もロータリーの原点と云うべき社会奉仕活動にご協力お願い申し
上げます。

【会員増強委員会】　委員長 前田賢一君
今年度は入会5名、退会5名でした。純増1名を達成できませんでした。1

年間通して健康の大切さを痛感しました。一年間ありがとうございまし
た。

【奉仕プロジェクト委員会】　副総括委員長 髙橋　宏君
國方総括委員長が急に亡くなった為バタバタしましたが、担当の4委員

会とも無事事業計画通り実施する事ができました。

【職業奉仕委員会】　委員長 髙橋　宏君
平成28年10月18日に横須賀の米軍基地、日影茶屋に親睦委員会と合同

で行う事ができました。平成29年2月11日には士業の会員による無料相
談会を実施しました。一年間本当にありがとうございました。

【新世代奉仕委員会】　委員長 栗原良幸君
当委員会では、4月8日（土）に開催されました厚木ロータリークラブ会

長杯「第5回ふれあいティーボール大会」の特別協賛を致しました。なお、
当大会が次年度地区補助金の対象プロジェクトになりましたことを報告
いたします。一年間のご協力有難うございました。
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出席報告　＜会員 42 名、出席対象 40 名＞

5 月 30 日例会　　確定出席率 94.87％ 6 月 13 日例会　　出席 35 名　欠席 6 名　出席率 87.50％
＜事後メイク＞
　森住　等君（6月3日／地区）

＜事前メイク＞
　常磐重雄君（6月7日／厚木中RC）
＜欠席＞
　市川信也君・中和信治君・前島憲司君・内山全浩君
　杉山雅彦君

【国際奉仕委員会】　委員長 米山尚登君
本年度の国際奉仕委員会は私、米山が委員長、副委員長はダイワハウス

の内山さんに付いていただきました。
活動内容
2月7日　平和と紛争予防・解決月間の卓話
3月7日　水と衛生月間の卓話
を行いました。一年間ありがとうございました。

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 黄金井康巳君
ロータリー財団委員会の総括委員長の黄金井です。担当委員会のロー

タリー財団と米山奨学のいずれも、会員の皆様の浄財によるものです。会
員皆様の本事業に対する深いご理解とご支援に感謝申し上げます。今年
度の目標達成率につきましては、各委員長さんよりご報告いたします。

一年間の皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

【米山奨学委員会】　委員長 髙橋伸一郎君
年間を通して、米山奨学に対し御支援、御協力誠にありがとうございま

した。事務局からの報告のとおり「目標額」にあと一歩足りませんでした
が、不足額については来期に期待しておりますので会員皆様の更なる御
協力の程、御願い申し上げます。


