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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。」

＊結婚記念日
　鈴木茂男君（20日）
　壽永純昭君（23日）

＊入会記念日
　髙野昌伴君（H28.4.19）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

地区公共イメージ委員会 委員長
塚原吉雄様（綾瀬春日RC）

地区公共イメージ委員会 委員
春日清則様（厚木県央RC）

横浜銀行厚木支店 支店長
飛鳥田功様

SMBC日興証券㈱厚木支店 支店長
高橋孝道様

第2787回例会（4月10日）☆司会　和田勝美 副SAA

今日の例会（2018 年 4 月 17 日）

「サイバー攻撃の現状と対策」
担当：会田義明君

講師：厚木警察署 警備課 鈴木裕二様（他2名）

次回の例会（2018 年 4 月 24 日）

「上海雑観」
担当：西迫　哲君
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ルイ ツ リンさん（米山奨学生）

ビジター紹介

中野正義様（厚木中RC）

会長報告

◎RI日本事務局　より
・2018年ロータリー国際大会：投票代議員用書類
・2018－19年度クラブ役員の報告・確認について

◎ガバナー事務所　より
・2019規定審議会立法案提出―決議案について
・4月ロータリーレート　1ドル＝104円
・次年度クラブ幹事・事務局研修のご案内

2018年4月21日（土）13：00 ～ 15：00
第一相澤ビル

・2018－19年度地区役員・委員会委員（正副委員
長含む）ご就任委嘱の件
地区クラブ管理運営委員会　委員　常磐重雄

・母子の健康月間　リソースのご案内
・ネパール子供病院へのメッセージ依頼

◎ガバナー補佐　より
・3月16日付で「本厚木ロータリークラブ」が加盟

認証されました。
◎厚木商工会議所　より

・専務理事　退任＆就任のご挨拶
退任　柿島憲一様　　就任　葉山伸一様

◎石塚　愛さん
・横浜市立大学附属病院に

SLC「チャイルド・ライフ・スペシャリスト」と
して正式雇用

幹事報告

◎例会変更
・厚木中RC

4月18日（水）→　夜間親睦例会
点鍾18：00　アーバンホテル

5月 2日（水）→　休会（定款第8条第1節により）
5月27日（日）→　40周年記念例会

11：00 ～　レンブラントホテル厚木
5月30日（水）→　休会（定款第8条第1節により）

・厚木県央RC
4月13日（金）→　休会（定款第8条第1節により）
4月27日（金）→　20周年記念公開例会

17：00 ～　レンブラントホテル厚木
5月 4日（金）→　休会（定款第8条第1節により）
5月25日（金）→　移動例会　米山梅吉記念館

委員会報告

◎ゴルフ同好会
厚木3RCゴルフコンペを5/17（木）本厚木カンツ
リークラブ、7/21（土）レンブラントゴルフクラブ
で開催します。

スマイル

地区公共イメージ委員会
委員長 塚原吉雄様・委員 春日清則様
本日は宜しくお願いします。

第6グループ AGE 中野正義様
いつも親クラブ厚木RCの皆様には大変お世話にな
ります。2018-19年度ガバナー補佐を拝命致しまし
た中野正義です。7月からのスタートですが、ご指導
の程よろしくお願い申し上げます。

春日清則君・神崎　進君（厚木県央RC）
厚木県央RCの20周年記念式典及び公開例会のPRに
担当の春日と神崎が伺いました。宜しくお願い致し
ます。

飛鳥田功様
本日はゲストで参加させていただきます。どうぞよ
ろしくお願いします。

常磐重雄会長・森住　等幹事
塚原様、春日様、今日は地区から卓話ご苦労様です。
色々教えて下さい。宜しくお願いします。

常磐重雄会長
中野さん、当クラブへようこそ。来年はガバナー補佐
大変だと思いますが、宜しくお願いします。

森住　等君
土曜日のロータリーコンペ髙橋、畑中幹事のおかげで
楽しくプレーできました。スコアーは聞かないよう
に。日曜日次年度の研修に髙橋会長予定者、鈴木幹事
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予定者のおかげで楽しく学ばせていただきました。あ
まりにも楽しくてその日のうちに家につきませんで
した。

山口巖雄君
次年度ガバナー補佐、塚原委員長、春日さんご苦労様
です。卓話宜しくお願いします。

壽永純昭君
2780地区塚原委員長、次年度中野AG、県央RC春日さ
ん、ようこその来厚、大歓迎です。厚木RCをよろしく
お願い致します。

滝澤　勇君
RI2780地区公共イメージ委員会委員長塚原吉雄様、
同委員春日清則様、公共イメージの卓話にお越しい
ただきましてありがとうございます。卓話をよろし
くお願い致します。

次年度会長予定者 髙橋　浩君
次年度幹事予定者 鈴木茂男君
一昨日の日曜日はお忙しい中、たくさんの皆様が横
須賀地区研修協議会に出席頂きありがとうございま
した。次年度も変わらずご指導ご協力お願い致しま
す。

鈴木茂男君
4月8日の地区研修、協議会ご参加の皆様、お世話様で
ございました。ご参加ありがとうございました。次年
度よろしくお願いします。

小林　透君
先日の厚木RC親睦ゴルフコンペで常磐会長に勝っ
た分をスマイルします。

小林　透君
先日の厚木RC親睦ゴルフコンペで髙橋宏君に勝っ
た分をスマイルします。

小林　透君
先日の厚木RC親睦ゴルフコンペでベスグロをいた
だいたので一部をスマイルします。5/19（木）に厚木
3RCの親睦ゴルフコンペを行います。ふるってご参
加下さい。

畑中雄太君
やっと開催できました！！ゴルフ同好会幹事の畑
中です。レンブラントゴルフ場はとても良い所でし
た。永石さん、色々とご配慮いただきありがとうござ
いました。次回103回は7/21（土）を予定しています。
ブービー幹事になりました。

永石あつし君
土曜日は当クラブにて親睦ゴルフコンペを開催頂き
ありがとうございました。しかも優勝までさせて頂
き恐縮です。次回の開催も予定して下さるとのこと、
次はしっかりコースコンディションを整え、皆様に
楽しんで頂けるように準備します。

丸田隆弘君
所用により早退させて頂きます。

小林秀男君
本日所用により早退させて頂きます。

今井銀河君
所用のため早退させていただきます。

今日のお花

藤・牡丹（壽永純昭君）
西洋シャクナゲ（会田義明君）

理事役員会 議事録

日時：2018年4月10日（火）13：40 ～（例会終了後）
会場：厚木商工会議所　302号室
1．会長挨拶  常磐重雄 会長

2．例会行事
4月度例会
6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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例会 卓話「公共イメージとは」

担当：滝澤　勇君
講師：地区公共イメージ委員会 委員長 塚原吉雄様

地区公共イメージ委員会 委員　 春日清則様

5月度例会
1日（火） 休会
8日（火）  西嶌洋一 会員

15日（火） 青少年奉仕月間 髙橋伸一郎 会員
22日（火）  石村哲也 会員
29日（火）  小林　透 会員

3．議題
①予定のとおり
　新会員の承認　　　髙橋孝道さん　飛鳥田功さん
②新ロータリーの件　事務局を共同利用したいとの要望があり、3クラブ事務局利用規定に沿った使い

方、また、浅井さんに無理があまりかからなければ了解する。今月から使用の場合、半年分の半分をい
ただく。

③事務局利用規定の件　別紙参照　新条文1（2）は削除
④事務局会計の件　別紙参照　クラブ年間例会回数に応じて金額を減額するは削除
⑤その他　新年度　納涼親睦例会の企画案（別紙）を来週次年度役員会に提出する予定（8月21日ANA機

体工場見学）
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出席報告　＜会員 41 名、出席対象 37 名＞

3 月 20 例会　　確定出席率 80.49％ 4 月 10 日例会　　出席 31 名　欠席 8 名　出席率 83.78％
＜事後メイク＞
　建部卓也君（3月30日／厚木県央RC）

＜事前メイク＞
　黒栁告芳君（4月8日／地区協）
　前島憲司君（4月8日／地区協）
＜欠席＞
　石村哲也君・十亀健志君・髙橋　宏君・芳澤　渉君
　内山全浩君・米山尚登君

厚木 RC 親睦ゴルフコンペ

日時：2018年4月7日（土）
会場：レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 優勝：永石あつし君

地区研修・協議会

日時：2018年4月8日（日）
会場：神奈川県立保健福祉大学

今、私たちがなすべきことはなんでしょうか？
すべてのロータリアンがロータリーの⼀員として
⾃覚と誇りを持って⾏動を起こすことだと思います。

四つのテストに照らしてみましょう。
コミュニケーションをする際にロータリアン各⾃が

ロータリーの理念を守り、活動を推進して、
ロータリーの⽬的を効果的に伝えることが必要です。




