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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸
小 林 秀 男

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

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
　髙橋　浩君（23日）

＊会員誕生日
　石村哲也君（27日）

＊夫人誕生日
　滝澤　勇君
　（裕子夫人23日）

＊入会記念日
　栗原良幸君（H24.8.28）
　森住　等君（H24.8.28）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

加藤伸一様（ガバナー補佐）

ビジター紹介

ルイ ツ・リンさん（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・会員増強・新クラブ結成推進月間　リソースの

ご案内
◎厚木商工会議所　より

・第7回厚木商工会議所ゴルフ大会の開催について
（参加依頼）

◎神奈川県共同募金会厚木市支会　より
・共同募金運動街頭募金への協力について（お願い）

10月6日（金）」12：30 ～ 13：30
※8月5日（土）あつぎ鮎まつり　END POLIO NOW
　募金総額　136,505円

幹事報告

◎週報
・相模原南RC

◎例会変更
・大和RC

8月22日（火）→夜間移動例会（2600回記念例会）
北京飯店休業日のため　ビジター受付無

委員会報告

◎社会奉仕委員会
8月6日（日）のあつぎ鮎まつり大花火大会後の早朝
清掃は会員16名、その他にご親族の方や従業員の
方など6名の参加があり、合計22名にて本厚木駅周
辺の清掃をしました。ご参加いただいた方に感謝
申し上げます。

第2757回例会（8月8日）☆司会　和田勝美 副SAA

今日の例会（2017 年 8 月 22 日）

「ガバナー公式訪問」
担当：常磐重雄会長

次回の例会（2017 年 8 月 29 日）

「会員増強及び拡大月間」
担当：前島憲司君
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理事役員会 7 月議事録

日時：7月4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  常磐重雄 会長

2．例会行事
7月度例会
4日(火) 新年度活動方針 常磐重雄 会長

11日(火) クラブ協議会 常磐重雄 会長
18日(火) クラブフォーラム ｸﾗﾌﾞ研修委員長　柳田純昭 会員
25日(火) 卓話 井上　聡 会員
8月度例会
1日(火） 納涼親睦例会 親睦活動委員長 市川信也 会員
8日(火) クラブ協議会（ガバナー補佐訪問） 常磐重雄 会長

15日(火) 休会
22日(火) ガバナー公式訪問 常磐重雄 会長
29日(火） 会員増強及び拡大月間 会員増強委員長 前島憲司 会員

3．議題
①例会行事　資料説明
②年間行動計画　資料説明
③鮎まつりポリオ・エンド・ナウの件：8月5日（土）

厚木3クラブ合同　厚木県央クラブ　ホスト
厚木アーバンホテル　9：45集合本厚木北口、中央公園で実施
風船配り、ローターアクト募金　どちらに行くかは当日。

④ガバナー補佐訪問
クラブ協議会　ガバナー補佐担当

⑤ガバナー公式訪問
時間割と内容について確認会長から、例会後の懇談会に多数の参加要請有り

⑥納涼親睦例会について　親睦活動副委員長　中和信治君より説明
カップヌードルミュウジアム～赤レンガ～大桟橋で懇親会

⑦その他　次回から、理事・役員会の会場が変わる可能性があります。

理事役員会 8 月議事録

日時：8月8日（火）13：30 ～（例会終了後）
会場：厚木商工会議所　303号室

1．会長挨拶  常磐重雄 会長

2．例会行事
8月度例会
1日(火） 納涼親睦例会 親睦活動委員長 市川信也 会員
8日(火) クラブ協議会（ガバナー補佐訪問） 常磐重雄 会長

15日(火) 休会
22日(火) ガバナー公式訪問 常磐重雄 会長
29日(火） 会員増強及び拡大月間 会員増強委員長 前島憲司 会員
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9月度例会
5日(火) 基本的教育と識字率向上月間 山口巖雄 会員

12日(火)  建部卓也 会員
19日(火) 休会
26日(火)  永石あつし 会員

3．議題
①例会行事　資料説明　9月5日(火)　講師が義家元副大臣の予定。

10月職業奉仕・親睦活動合同例会　証券取引所の予約が必要のため、早めに承認を受けたい
とのことで、理事役員は、了解した。（例会終了～証券取引所～日本橋付近～綱町三井倶楽部）

②公共イメージ　ポリオ・エンド・ナウの件：8月5日（土）
厚木3クラブ合同　厚木県央クラブがホスト136,505円募金集まる
来年度は厚木が担当　厚木アーバンホテル予約。風船配りなど
新会員も増えたので、ポロシャツを会費で購入。ロゴマーク変更

③ガバナー公式訪問
時間割と内容について確認会長から質問を考える。

④米山クリーンキャンペーン　1クラブ3,000円負担する。
交換留学生　1クラブ一人当たり2,000円を大和中RCに支援。

⑤新会員の集い　11月予定
⑥その他　地区大会用写真1枚（7月の時の集合写真）

ロータリーカード　マイロタリーの推進

スマイル

加藤伸一様（ガバナー補佐）
補佐2週間前の訪問でまいりました。よろしくお願い
致します。

常磐重雄会長・森住　等幹事
加藤ガバナー補佐、本日は公式訪問前のご訪問ありが
とうございます。今日の卓話宜しくお願い致します。

常磐重雄会長
土曜日のエンドポリオナウと日曜日の河川清掃にご
参加頂いた会員のみなさんおつかれ様でした。両方
無事に終わったのでよろこびのスマイルです。

常磐重雄会長
先週の納涼親睦例会、親睦委員会の皆様のおかげで
大変楽しめました。家族も喜んでおりました。感謝の
スマイルです。

本多正彦君
加藤ガバナー補佐殿、御来クご苦労様です。台風5号
の影響も補佐殿の好運で、晴れました。中身のあるク
ラブ協議会と期待されます。

吉岡　敏君
ガバナー補佐加藤さん本日はご足労さまです。宜し
くお願いします。一年間、お忙しいでしょうが、この
際ゆっくり楽しんで下さい。

壽永純昭君
加藤伸一ガバナー補佐の来厚を心より歓迎致しま
す。本年一年よろしくお願いします。先週の家族親睦
例会、大変楽しく過ごしました。担当のみな様、おつ
かれ様でした。感謝！

米山尚登君
入会祝いありがとうございます。

髙橋　宏君
本日誕生日のお祝いありがとうございます。年令は
59才になりますが、ロータリーはまだ14才、中学生で
すかね。まだまだ勉強したいと思います。

髙橋　浩君
入会記念日、ありがとうございました。

西迫　哲君
市川親睦委員長をはじめ、親睦委員会の皆様、先週は
ありがとうございました。髙橋浩副会長のお陰様で
久しぶりに〆のあいさつをさせていただくこともで
きました。加藤AG本日はよろしくお願いします。楽
しみにしております。

滝澤　勇君
親睦活動委員会の市川委員長、中和副委員長をはじ
め委員の皆様に大変お世話になりました。8月1日は
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お陰様で楽しい納涼親睦例会でした。ありがとうご
ざいました。

鈴木茂男君
前歯のさし歯が抜けてしまい、昨日歯医者さんに
いって直してもらいましたが、4時間後にまたぬけ
てしまい不自由しています。

和田勝美君
先週の納涼親睦例会、親睦活動委員会の皆様おつか
れさまでした。雨の中、移動のさいには小林透統括委
員長に優しく傘を差しかけていただいたので、スマ
イルします。

畑中雄太君
社会奉仕委員の畑中です。8月6日（日）の早朝清掃は
とても暑い中行われました。朝早くからご参加いた
だき本当にありがとうございました。参加いただい
た皆にスマイルさせていただきます。

建部卓也君
親睦例会では妻、娘がお世話になりありがとうござ
いました。楽しかったようで私も良かったです。又、

エンドポリオナウと翌朝早朝清掃おつかれ様。充実
した一年生ロータリー活動をさせて頂き、感謝です。

杉山雅彦君
誕生祝、頂きました。ありがとうございます。

井上　聡君
本日、所用のため早退させて頂きます。

今日のお花

竜胆（壽永純昭君）
百合（石村哲也君）

例会 「クラブ協議会 ガバナー補佐訪問」

担当：常磐重雄会長
講師：ガバナー補佐 加藤伸一様

1. 自己紹介 1980年 綾瀬青年会議所入会
 1997年 海老名欅ロータリークラブ入会
 2001年・2014年幹事
 2008年 会長
 クラブ入会20年
2. 大谷ガバナー紹介 石油製品販売　（株）三友　代表取締役
 自宅　相模原市南区鵜野森
 1986年 2月5日相模原南ロータリークラブ入会36歳
 1992年 幹事
 1997年 会長（私が入会した年です）
 2006年より地区役員を務める
 2011年 第５グループガバナー補佐
 2012年 クラブ奉仕委員長
 2013年 公共イメージ委員長
 2014年 地区研修委員
 2015年 ガバナーノミニー
 2016年 ガバナーエレクト

ポールハリスフェロー・ベネファクター・マルチプルフェロー
メジャードナー・米山功労者
1949年4月19日生まれの68歳
・趣味は読書・映画鑑賞・スポーツ全般（体を動かすことが好き）
　好物として、適度なアルコール・お寿司・パスタ
・好きな言葉　初心忘れるべからず
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・この1年間は先ずは増強を一番に考えて行きたい。各クラブ15日と月末にクラブ状況を地区に報告して下
さい。50名以下のクラブは1名、50名以上のクラブは2名を最低条件

・新会員の集いはグループで1回、地区で1回開催したい。
・クラブの10年後を見据えた戦略計画、長期目標を達成して頂きたい。
・公式訪問スケジュール
　AGとの打ち合わせ 11：00 ～ 11：30
　会長・幹事合流  11：30 ～ 12：00
　地区役員・委員合流 12：00 ～ 12：30
　例会   12：30 ～ 13：30
　フォーラム  13：30 ～ 14：30
・財団寄付 会員一人200ドル以上　ポリオ40ドル以上
  （エンドポリオ運動をクラブで開催お願い。）
・米山寄付 会員一人2万円以上（7月16日クリーンキャンペーン）
・ロータリーカードの入会推進
・マイロータリーの登録率向上
・青少年交換学生募集について（ポスターをクラブに送付済み）
　県内の学校へは募集要項、ポスターは配布済み
・2780地区大会について
　9月8日(金)地区親睦ゴルフ大会　　相模原ゴルフクラブ
　会場　小田急ホテルセンチュリー相模大野
　9月17日（日） 9：30 ～ 10：00　4種委員会
 10：00 ～ 11：30　選挙人会
 12：30 ～ 14：20　会長・幹事会
 14：30 ～ 16：55　地区指導者育成セミナー
 17：30 ～ 19：40　RI会長代理を囲む歓迎晩餐会

　9月18日（月・祭日） 9：30 ～ 11：30　新世代交流会（センチュリーホテル）
 12：30 ～ 17：35　本会議（グリーンホール）
 18：00 ～ 19：00　大懇親会（センチュリーホテル）

出席報告　＜会員 42 名、出席対象 37 名＞

7 月 25 日例会　　確定出席率 90.00％ 8 月 8 日例会　　出席 30 名　欠席 7 名　出席率 81.08％
＜欠席＞
　近藤憲司君・髙野昌伴君・戸谷宣之君・永石あつし君
　前田賢一君・丸田隆弘君・芳澤　渉君


