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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
　本多正彦君（27日）
　髙橋　宏君（4月1日）
　十亀健志君（4月1日）
　鈴木茂男君（4月1日）
　芳澤　渉君（4月1日）
　永石あつし君（4月1日）

＊会員誕生日
　髙橋　浩君（23日）
　柳田純昭君（29日）
　前田賢一君（4月1日）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

黄金井陽介様（黄金井酒造株式会社 専務取締役）

ルイ・ツ・リンさん（米山奨学生）

ビジター紹介

吉岡謙一様（海老名RC会長）

松井亮作様（海老名RC幹事）

大川　浩様（東京羽田RC）

第2784回例会（3月13日）☆司会　前田賢一SAA

今日の例会（2018 年 3 月 20 日）

「フィンテック＆NAMマーケット」
担当：永井裕敏君

講師：日興アセットマネージメント㈱
資産運用サポート推進部 戦略担当 森口雅文様

次回の例会（2018 年 4 月 3 日）

「春の親睦例会」
担当：親睦活動委員長 市川信也君
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会長報告

◎ガバナー事務所　より
・台湾北部地震への義捐金の協力　依頼
・水と衛星月間　リソースのご案内

◎厚木市役所　より
・「友好交流ニュースレター第24号」の送付について
・第9回アジアセーフコミュニティー会議厚木大会

実行委員会の開催について
◎厚木市社会福祉協議会　より

・「社協あつぎ」第149号（3月15日号）の送付について
◎厚木県央ロータリークラブ　より

・創立20周年記念式典
平成30年4月27日（金）
公開例会 午後5時～ 戦場のカメラマン 渡部陽一
式典　　 午後6時40分～

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・【奨学生レポート】受付完了のお知らせ

幹事報告

◎例会変更
・大和中RC

3月22日（木）→3月18日（日）家族例会に振替の為
休会

4月26日（木）→4月28日（土）40周年記念事業に
振替の為休会

・大和田園RC
3月30日（金）→取止め例会（定款第8条第1節により）
4月 6日（金）→大和田園RC35周年記念例会　16時
4月27日（金）→夜間移動例会　18時30分

・海老名RC
3月19日（月）→移動例会　チャーターナイト記

念例会
点鍾：19：00　ザ・ウィングス海老名

4月 例 会 日 程　2日（ 月 ）通 常 例 会　12：30 ～
13：30

16日（月）夜間例会　19：00 ～ 20：30
・海老名欅RC

3月22日（木）→休会（クラブ定款による）
4月26日（木）→4 ／ 22（日）移動例会
「海老名市ミニバスケットボール大会」

・大和RC
3月13日（火）→夜間移動例会に振替
3月20日（火）→取止例会（祝日週）
4月 3日（火）→4月1日（日）家族会に振替の為　

休会
5月 1日（火）→取止例会

委員会報告

◎厚木もみじライオンズクラブ
第24回骨髄バンク支援チャリティーディナーコン
サートにぜひお越しください。

◎雑誌広報年史委員会 滝澤　勇君
ガバナー通信、ロータリーの友3月号の紹介

理事役員会 議事録

日時：2018年2月6日（火）13：40 ～（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
3月度例会
6日（火） 創立記念例会（移動例会） 会長・幹事

13日（火）  芳澤　渉 会員
20日（火）  永井裕敏 会員
27日（火） 休会
4月度例会
3日（火） 春の親睦例会（移動例会） 親睦委員長 市川信也 会員

10日（火）  滝澤　勇 会員
17日（火）  会田義明 会員
24日（火）  西迫　哲 会員
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スマイル

大川　浩様（東京羽田RC）
毎回楽しいゴルフ会にお誘い有がとうございます。

吉岡謙一様・松井亮作様（海老名RC）
海老名RCの吉岡、松井でございます。先月のIMでは
大変お世話になりました。本日はよろしくお願い致
します。

常磐重雄会長・森住　等幹事
海老名ロータリークラブ吉岡会長、松井幹事、本日は
例会に参加して頂きありがとうございます。先月の
IMは大変楽しく又、ためになる話をいっぱい聞けて
学べることが多かったです。明後日、会長幹事会で会
いましょう。

常磐重雄会長
黄金井陽介様、ようこそ厚木RCへ。本日はゲストで
すが、正式入会を楽しみにしております。今後とも宜
しくお願いします。

芳澤　渉君
本日は昨年5月に入会させて頂いてから初の卓話を担
当させて頂きます。よろしくお願い致します。

建部卓也君
3/11（日）は所属しますチームアトムの絵画展表彰
式でした。常磐会長。浅井さんありがとうございまし
た。共催して頂き感謝申し上げます。‟ロボットを
通じ子ども達に夢を”今後もがんばって参ります。

栗原良幸君
妻への誕生日のお花楽しみにしています。有難うご
ざいました。

前田賢一君
今日は黄金井陽介さん、ようこそ。これからロータ
リーを一緒に楽しみましょう。芳澤さん、卓話たのし
みにしてます。

西嶌洋一君
誕生祝いありがとうございました。2月28日で後期
高齢者になり大きな保険証が送られてきました。所
用のため早退致します。

壽永純昭君
たかだか一週間違いで庭の草花もすっかり春。
黄
き す い せ ん

水仙、辛
こ ぶ し

夷、躑
つ つ じ

躅の花が咲き、昨日は「鶯
うぐいす

」のさえず
りも聞こえました。春も盛りを迎えます。

今日のお花

黄
き す い せ ん

水仙・辛
こ ぶ し

夷・躑
つ つ じ

躅（壽永純昭君）

3．議題
①例会行事について　4月3日（火）春の親睦例会（移動例会）場所は、セルバジーナ　会費　5,000円
②その他
　財団寄付クラブ表彰の件　壇上には、髙橋副会長に登壇。
　本厚木ロータリーの件　例会に来ていただき、少し説明を聞く。

例会 卓話「自己紹介」

担当：芳澤　渉君

本日の卓話を担当させていただきます、東京海上日動火災の芳澤で
す。今回の卓話準備で自らのルーツを改めて確認することができまし
たので、感謝の気持ちを込めてお話しをさせていただきます。私の苗
字「芳澤」は、「芳しい澤」と書く全国でも企画的珍しい苗字ですが、皆
様にこの名前を覚えていただきたいと思います。

私の父は昭和2年生まれの91歳。出身地は大阪で、大阪は日本橋
（にっぽんばし）にある「黒門市場」の商家の長男として生まれました。
曽祖父が大正8年（1919年）に「黒門市場」で呉服屋を創業。昭和20年3月
大阪大空襲により「黒門市場」も焼土と化し、その後サラリーマンの道
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に進みました。私の母は昭和12年生まれの80歳。徳島県出身で、祖父は徳島県で「徳島合同証券」を創業しまし
た。

厳格な父から昭和の薫陶を受けて育った私は、中学生までは文武両道で充実した学生生活を送っていまし
たが、父も単身赴任となり、完全に箍（たが）が外れ、高校1年を2回も経験させていただき、その後大学受験にも
失敗、2年遅れで大学進学となりました。大学卒業後は、東京海上に入社、26年間の会社生活で南は九州・鹿
児島から北は北海道・旭川まで経験し、昨年20年降りに神奈川の地に戻ってきました。

こんな私ですが、生きているうちにこれだけは成し遂げたいという”夢”があります。それは、商売（家紋）の
復活です。私には43歳でできた、一人息子がいます。先日息子に将来大人になったら何になりたいの？と質問
したところ、「パパのようなサラリーマンになりたい・・・。」それか「医者か忍者になりたい？」との返事。親
父の真の生き様を示すためにも、近い将来、今のサラリーマン家業を卒業し、リスクを覚悟で商売の道（いばら
の道）に足を踏み出したいと思います。将来は生粋のロータリアンとしてまた戻って参りたいと思います。

最後に、私の好きな言葉を二つ・・・「神は愛する者にのみ試練を与える」「求めよ、さらば与えられん」

最後までご清聴、誠にありがとうございました。

出席報告　＜会員 42 名、出席対象 38 名＞

2 月 27 例会　　確定出席率 81.08％ 3 月 13 日例会　　出席 37 名　欠席 2 名　出席率 97.37％
＜事前メイク＞
　髙橋　浩君（3月13日／ PETS）
＜欠席＞
　石村哲也君

あったらいいなこんなロボットコンテスト 2018 共催




