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髙 橋　　浩
滝 澤　　勇
鈴 木 茂 男
前 島 憲 司
小 林 秀 男

2018～2019　国際ロータリー会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう

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
　戸谷宣之君（22日）

＊入会記念日
　小林秀男君（H29.7.18)
　鈴木茂男君（H22.7.20)

点鐘　…髙橋　浩会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

2018-19年度 会長・幹事
笹生　誠様・五十嵐直樹様（厚木中RC）

2018-19年度 会長・幹事
立脇孝二様・霜島秀和様（厚木県央RC）

2018-19年度 副会長・幹事
石川範義様・鈴木八四郎様（本厚木RC）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・7月ロータリーレート　1ドル＝110
・米山奨学生カウンセラーアンケート　ご協力の

お願い
・「米山月間」卓話についてのお願い
・ロータリー財団月間（11月）卓話依頼について

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・2018年上期普通寄付金のお願い

◎厚木市役所　より
・「第30回心と街のクリーン作戦」への当日参加協

力について

幹事報告

◎例会変更
・厚木中RC

7月18日（水）　→　休会（祝日週）
8月 8日（水）　→　休会（定款第8条第1節により）
8月15日（水）　→　休会（定款第8条第1節により）

第2799回例会（7月10日）☆司会　会田義明SAA

今日の例会（2018 年 7 月 17 日）

「クラブフォーラム」
担当：クラブ研修リーダー代理 常磐重雄君

次回の例会（2018 年 7 月 24 日）

「自己紹介」
担当：飛鳥田功君
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・大和RC
7月17日（火）　→　取止め例会（祝日週）
8月 7日（火）　→　取止め例会（祝日週）
8月14日（火）　→　取止め例会
9月18日（火）　→　取止め例会（祝日週）

・大和田園ＲＣ
7月20日（金）　→　夜間特別懇親例会

点鍾　18：30　箱根路　開雲
8月10日（金）　→　取止め例会（定款第8条第1節

により）

スマイル

笹生　誠様・五十嵐直樹様（厚木中RC）
本日は新年度のご挨拶に参りました。皆様のご指導
とご協力を賜りたく存じます。どうぞ宜しくお願い
致します。

立脇孝二様・霜島秀和様（厚木県央RC）
貴重なお時間をありがとうございます。厚木県央よ
りごあいさつに参りました。1年間よろしくお願い
致します。

鈴木八四郎様（本厚木RC）
厚木ロータリークラブの皆様今日は。本日は本厚木
ロータリークラブ杉田会長が体調不良の為、副会長
石川と幹事鈴木にて出席させて頂きました。新クラ
ブにてロータリー経験の無い新会員が多いので、ど
うぞご指導頂けます様お願い致します。

髙橋　浩会長・鈴木茂男幹事
厚木中ロータリークラブ、厚木県央ロータリークラ
ブ、本厚木ロータリークラブの会長・幹事の皆様、本
日はようこそ厚木ロータリークラブに新年度のごあ
いさつでメークアップにおこし下さりありがとうご
ざいました。どうぞ本年度、よろしくお願いいたしま
す。本日はごゆるりとなさって下さい。

壽永純昭君
厚木中RC、県央RC、本厚木RCの各会長幹事の皆々様、
お暑い中をわざわざのごあいさつ大変有難うござい
ます。今年一年仲良くしてください。よろしくお願い
します。

壽永純昭君
入会記念有難うございます。これからもよろしく。

西嶌洋一君
本厚木ロータリーの石川さん、鈴木さんごあいさつ
ご苦労様です。一年間のご活躍をお祈り致します。

黒栁告芳君
遅くなりすみません。新副会長、新副幹事さん一年間
ご苦労様です。宜しくお願いします。

常磐重雄君
厚木4クラブ会長幹事様、当例会にご参加ありがとう
ございます。先日の4クラブの引き継ぎ会ではお世話
になりました。今後とも宜しくお願い致します。

建部卓也君
妻の誕生日お祝いをありがとうございます。何が届
くか楽しみにしています。何をせがまれるかヒヤヒ
ヤしています（汗）

芳澤　渉君
誕生日のお祝いを有難うございます。13日（金）何
事もなく充実の一日となりますことを祈っておりま
す。

髙橋　宏君
本日所用の為早退させていただきます。

米山尚登君
所用により早退します。

今日のお花

百日紅（壽永純昭君）
カーネーション（髙橋　浩会長）
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例会 「クラブ協議会」

担当：髙橋　浩会長

【会場監督】　SAA 会田義明君
厚木クラブとしての歴史と伝統そして品格を重んじつつ、限られた貴

重な例会時間を会員にとって有意義かつ有効に運営できるよう次の項目
に留意して行きたいと思います。

１．スムーズな例会の進行について
会場準備から後片付けまで例会の進行に支障がないよう設営、監督し

て参ります。
２．ゲスト・ビジターの歓迎について
来訪者に配慮し、有意義な時間を過ごしていただけるよう気配りをする。

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 前田賢一君
事業計画書（P23）の通りです。4つの委員会で連携をとりながら一年

間よろしくお願いします。

理事役員会 議事録

日時：2018年7月3日（火）　13：40
会場：厚木商工会議所　302号室
1．会長挨拶  髙橋　浩 会長

2．例会行事
7月度例会
3日（火） 新年度活動方針 髙橋　浩 会長　　例会後理事役員会

10日（火） クラブ協議会 髙橋　浩 会長
17日（火） クラブフォーラム クラブ研修リーダー 柳田純昭 会員
24日（火） 卓話 飛鳥田功 会員
31日（火） 卓話 高橋孝道 会員
8月度例会
7日（火） 会員増強及び拡大月間 会員増強委員長 髙橋　宏 会員　　例会後理事役員会

14日（火） 休会
21日（火） 納涼親睦例会 親睦活動委員長 栗原良幸 会員
28日（火） 卓話 黄金井陽介 会員

3．議題
①例会行事について
②年間行動計画表について
　公共イメージ　鮎まつり（8月4日）エンドポリオナウについて、
　8月5日早朝清掃活動参加のお願い
③納涼親睦例会について（概要、案内、案内状通知）親睦活動委員長　栗原良幸
④その他　　　議案　2件
　Ⓐ新会員2名入会候補者推薦選考の件,1名移籍推薦状の件
　Ⓑ会長幹事会の報告
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【クラブ会報・IT委員会】　委員長 小林秀男君
【クラブ会報】
1.例会毎に刊行し、厚木ロータリークラブの活動記録として保存しま

す。
2.内容は会員にとって必要な情報を掲載することとし、主に以下の内

容について掲載します。
なお、卓話については「正確な記録内容とする」という観点から、データ

による提供をお願い致します。
①卓話の記録及び予告
②会長・幹事及び各委員会の報告等
③理事・役員会の議事内容
④スマイル・出席報告・各種お祝い
⑤ゲスト・ビジター及び新会員等の紹介
⑥その他、委員会活動内容等、会員に必要な情報

【ＩＴ（Information　Technology）】
1.厚木ロータリークラブホームページを活用し、当ロータリークラブ

の活動状況を情報発信し、他クラブへの情報共有と公共イメージの向上
に寄与することとします。

2.厚木ロータリークラブの奉仕活動をホームページで紹介し、ロータ
リークラブの奉仕活動への理解を深め、会員増強に繋がるよう努めます。

【クラブ広報委員会】　総括委員長 壽永純昭君
厚木ロータリークラブは知っているが、活動はよく知らない！
RI戦略計画推進の重点項目「公共イメージと認知度の向上」はまさし

くこの事です。メンバー一人一人の地域における言動によってクラブイ
メージが決まってしまうため、ロータリーの価値観にそむくような行動
をするべきではありません。我々がロータリーでの体験談と、ロータリア
ンとしての誇りを語り伝えることにより、地域の人々の認知度が向上す
るのです。クラブのさらなる発展のために知人友人をクラブに誘って下
さい。

会員増強と共にロータリー活動の情報を地域に発信して参ります。

３．食事と歓談について
限られた時間帯を有効に、会員同志が楽しく過ごせるよう心掛けて参

ります。
４．卓話の時間について
例会行事や卓話中は傾聴を促し、マナーの順守と私語の自粛に努め、ス

ピーカーに失礼のないようにし、充実した時間となるようにする。
５．花の例会について
厚木クラブの伝統でもあります「花のある例会」を継続し、季節感を感

じる例会を実施します。
一年間石村副委員長と協力しながら進めて参ります。みなさんのご協

力よろしくお願いします。
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【会員選考・職業分類委員会】　委員長 山口巖雄君
事業計画書P32参照。一年間よろしくお願いいたします。

【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 黄金井康巳君
奉仕プロジェクト委員会 総括委員長の黄金井です。副委員長の黒栁さ

んと共に一年間務めて参ります。
ロータリー活動の中心的な役割を果たすのが奉仕活動です。職業奉仕、

社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の4部門を通じ、地域貢献、社会貢献に寄
与して参りたいと思います。

これらの各奉仕活動を通じ、ロータリー活動への周知と理解をいただ
き、地域との連携や会員拡大への足掛かりになれば会員増強の一助にな
るかと思います。

一年間の会員皆様のご理解と、ご支援をよろしくお願いいたします。

【クラブ研修委員会】　副委員長 常磐重雄君
クラブ研修委員会の目的は事業計画書記載のとおりです。
・具体的には、クラブフォーラムを年2回開催して、クラブの方向性を

協議の上、決めて行きます。
・炉辺会談を開催し、新入会員に歴代会長からためになる話をさせて

頂きます。
・新入会員セミナーを開催する
の3つが柱です。又、クラブ研修リーダー委員会が正式に細則にもりこ

まれました。運用として直前3期の会長がリーダー、サブリーダーになっ
て、新入会員への情報提供をしていきたいと考えています。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 和田勝美君
【雑誌】
「ロータリーの友」を各会員が活用し、日本全国のクラブや地区、会員、

また海外での活動状況を学び、厚木ロータリークラブの活動に役立てて
いきたいと思います。
【広報】
ロータリーの意義と厚木ロータリークラブの活動を積極的に広報し、

理解と認知度の向上に努めます。
【年史】
厚木ロータリークラブの活動を記録し保管いたします。
雑誌・広報・年史委員会

【会員増強委員会】　総括委員長 小林　透君
●クラブ研修委員会
●会員選考・職業分類委員会
●会員増強委員会
以上3委員会の委員の方々の活躍を期待いたします。会員の皆様一年間

よろしくお願いいたします。
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出席報告　＜会員 41 名、出席対象 37 名＞

6 月 26 日例会　　確定出席率 81.58％ 7 月 10 日例会　　出席 34 名　欠席 3 名　出席率 91.89％
＜欠席＞
　市川信也君・今井銀河君・永石あつし君

【ロータリー財団委員会】　委員長 森住　等君
事業計画書通り事業を進めたいと思います。年次寄付、恒久基金、ポリ

オそれと西日本を中心に大惨事になった水害の支援もよろしくお願いし
ます。

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 西嶌洋一君
事業計画書の36ページをお開き下さい。
当委員会は、ロータリー財団と米山奨学の2部門で構成されておりま

す。地区ガバナーの脇洋一郎氏が事業計画表の3ページに寄付のお願いと
して

・R財団－奉仕活動の資金源
・米山奨学会－日本で学ぶ海外からの留学生の支援
としての目標を述べておられますが、「自利利他の精神」で社会奉仕を

実践することがロータリアンの使命であると考えます。皆様の自発的寄
付へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

【職業奉仕委員会】　委員長 黒栁告芳君
職業奉仕委員会は、2018年10月16日（火）に親睦活動委員会と共同で、

事業所見学、大久保歯車工業株式会社（内陸工業団地）・株式会社明輝（金
田）を実施します。

【社会奉仕委員会】　委員長 中和信治君
社会奉仕は、ロータリアン一人一人が「超我の奉仕」を実証する機会で

す。
地域に住む人々の生活の質を高め、公共の為に奉仕することは、すべて

のロータリアン個人にとっても又ロータリークラブにとっても献身に値
することであり、社会的責務でもあります。

社会奉仕プロジェクトは、地域社会のニーズに応える意義あるもので
あり、ロータリアンにとっては学びの機会となるものです。ロータリー原
点と云うべき社会奉仕活動に本年度もご協力をお願いいたします。

【新世代奉仕委員会】　委員長 建部卓也君
「次代を担う新世代の育成はロータリーの使命である」と銘じ、活動し

ていきます。特に恒例のティーボール大会については、主催者と密な連携
を図り、より盛大な大会が開催できるよう精一杯取り組みます。

一年間よろしくお願い申し上げます。

【国際奉仕委員会】　委員長 丸田隆弘君
国際奉仕の目的は、世界の人々が平和で平等に生活できるように努め

ることだと思います。そこで、世界中の人々の生活の質や環境をより向
上させるため、人道的、教育的、または異文化間のプログラムや活動を
RI2780地区の方針に従い、また関連する委員会から助言助力を賜りなが
ら活動していきたいと思っております。




