
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
　金井良雄君（19日）

＊夫人誕生日
　建部卓也君（由香里夫人16日）

＊入会記念日
　鈴木茂男君（H22.7.20）

点鐘　…滝澤　勇会長

斉唱　…奉仕の理想

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・戦略計画についてのアンケートご協力のお願い
・日本のロータリー 100周年記念ピンバッジの申

込について
・ロータリー青少年交換学生募集
・地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開

催のご案内
2019年8月24日（土）14：00 ～　アイクロス湘南

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・2019-20年度上期普通寄付金のお願い

◎レンブラントホテル厚木　より
・社名変更のお知らせ　2019年7月1日より

旧社名　株式会社レンブラントホテル厚木
新社名　株式会社レンブラントホテルマネジメ

ント
◎厚木市役所　より

・第73回あつぎ鮎まつり大花火大会に係る早朝清
掃へのご協力について
8月4日（日）午前6：30開始　本厚木駅北口広場
（花火大会が4日に延期になった場合は5日

（月）になります）

幹事報告

◎例会変更　より
・厚木中RC

7月17日（水）→休会
8月14日（水）→休会（定款第8条第1節により）

・厚木県央RC
7月19日（金）→休会（定款第8条第1節により）
8月 2日（金）→8月3日（土）振替例会

あつぎ鮎まつり　点鐘　12：30
8月 9日（金）→休会（定款第8条第1節により）
8月16日（金）→休会（定款第8条第1節により）

・大和RC
7月16日（火）→取止め例会（祝日週）
8月13日（火）→取止め例会（祝日週）
9月17日（火）→取止め例会（祝日週）

・大和中RC
7月25日（木）→7月21日（日）移動例会（地引網）に

振替
8月15日（木）→取止め例会（お盆休みのためメイ

ク受付なし）
8月29日（木）→夜間移動例会

委員会報告

◎親睦活動委員会 中和信治君
納涼親睦例会について

◎雑誌広報年史委員会 常磐重雄君
ロータリーの友紹介

スマイル

滝澤　勇会長・和田勝美幹事
本日クラブ協議会、総括委員長、各委員長の皆様発表
をよろしくお願いします。会員の皆様一年間の活動
よろしくお願いします。NTT東日本県央営業支店深
澤明央会員ようこそ。御活躍を期待します。

髙橋　浩君
深澤明央会員、ようこそいらっしゃいました。末永く
宜しくお願い致します。

第2845回例会（7月9日）☆司会　建部卓也 副SAA

今日の例会（2019年 7月16日）

「〇周年記念事業の紹介」
担当：柳田純昭君

次回の例会（2019年 7月23日）

「クラブフォーラム」
担当：髙橋　宏君
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会田義明君
先週のタウンニュースの記事で西迫さんが理事長に就
任されたことが紹介されていました。おめでとうござ
います。お祝いのスマイルをさせていただきます。

壽永純昭君
入会記念のお祝いを有り難うございます。

芳澤　渉君
会員誕生日のお祝いありがとうございます。7月～
8月は健康増進月間と位置づけて5㎏のダイエットに
チャレンジ！ 9月にロードバイク（ヒルクライム）の
大会に出場します！

福原譲二君
事業所開設のお祝いありがとうございました。又、本
日は所用により早退します。申し訳ございません。

黒栁告芳君
本日打合せのため早退致します。

森住　等君
先週たくさんのスマイルありがとうございました。
又大枚を出していただいた方、発表もせずすみませ
んでした。これからもよろしくお願いします。

畑中雄太君
前回の例会につきましては、緊張+不慣れが重なり、
色々と失礼しました。1年間よろしくお願い致しま
す。合わせて例年通りスマイル報告については委員
の方々にも順番でお願いしようと考えています。

今日のお花

クロコスミア（滝澤　勇会長）
ムクゲ（壽永純昭君）

カーネーション（髙橋　浩君）

例会「クラブ協議会」

担当：滝澤　勇会長

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 壽永純昭君
・SAA  ・クラブ財政  ・スマイル出席
・プログラム ・親睦活動
各委員会がロータリー精神にのっとり会長方針達成の為、密接なコ

ミュニケーションを取り合い、活力あるクラブ活動が遂行出来ますよう
努力してまいります。

尚、本年度はI.Mのホストクラブであり来訪ロータリアンの皆様にご満
足いただけるよう全会員のご協力により成功させてまいりたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

【会場監督】　SAA 西迫　哲君
活動方針
厚木ロータリークラブとして歴史と伝統を重んじ例会及び、会合等に

おいて会場監督として会場の品格と秩序を保ちスムーズな進行に努め 
ます。

活動計画
1.スムーズな例会の進行　2.ゲスト・ビジターの歓迎　3.食事と歓談
4.席替え　5.秩序　6.花の例会
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【スマイル・出席・プログラム委員会】　委員長 森住　等君
スマイルは会員の近況報告やメンバーに伝えたい事などにお使い下さ

い。出席は例会参加者を増やす努力をしたいと思います、プログラムとし
た卓話は皆様楽しみにしています。

【親睦活動委員会】　委員長 中和信治君
多くの関係者の信頼と協力で成立っています。会員相互の交流親睦を

深めていただきますよう活動していきます。皆様方の各行事の参加お待
ちしています。まずは納涼親睦例会から出席おまちしています。

【クラブ広報委員会】　総括委員長 髙橋　宏君
厚木RCのメンバー各位が、クラブ会報・IT・雑誌・広報・年史を利用

して自クラブをよく知り、皆に正しく伝える事が大切だと思います。

【クラブ会報・IT委員会】　委員長 前島憲司君
広報IT委員会では例会や行事の様子を記録し広く伝えたいと思いま

す。機械の操作や段取りなど最初は不慣れなところがあり、ご迷惑をかけ
ることがあるかもしれませんがよろしくお願いします。

【クラブ財政委員会】　委員長 石村哲也君
クラブ財政を正確に把握し、その運営に支障がきたすことがないよう、

厳密な会計管理を行います。
1.一般会計について、その予算と実績の対比を12月及び6月の各末日

現在の報告書を作成し、各委員会に報告します。
2.ニコニコ（スマイル）会計は、その実績を適時例会にて報告致します。
3.一般会計及びニコニコ（スマイル）会計の財政状況について、必要と

認めた場合は、その都度理事会に報告致します。
4.支出に当たっては、全て会長又は幹事の署名（又は記名捺印）する伝

票に基づいて支出致します。
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【会員増強委員会】　総括委員長 会田義明君
【会員増強委員会】　委員長 会田義明君

会員の増強は、どの組織においても最重要課題となっています。
今年度のＲＩ会長も「最初の強調事項はロータリーを成長させること

です。私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長させること、
また、最も重要なものは、これからより多くのことを達成するために、会
員を増やすことです。」と述べています。それを実現する為に、クラブ研
修、会員選考・職業分類委員会と連携して、「入会してみたい」と思える魅
力のあるクラブ作りを目指し、純増２名以上を目標に頑張って参ります。
その実現の為に現厚木クラブの現状を一人ひとりが理解し、会員の皆様
にも推薦のご協力いただき、来るべく６０周年に向け、更なる飛躍の年と
して参りたいと思います。１年間よろしくお願い致します。

【クラブ研修委員会】　研修リーダー髙橋　宏君
クラブの歴史と伝統を大切にしながら全員で厚木RCの5年後、10年後

の計画を考えたいと思います。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 柳田純昭君
「会員選考」
入会希望者について、推薦者の意向も尊重し、資格条件を公正・公平に

審査し、理事会に報告する。選考に当たっては、人格、社会的評判・奉仕へ
の関心・職業への取組・例会への出席、等々を基準とする。
「職業分類」
職業分類に関しては現状特に課題は無い、未充填の減少に意を配りた

い。

【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 前田賢一君
事業計画の通り1年間しっかりとつとめて参りたいと思います。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 常磐重雄君
ロータリーは世界をつなぐとのRI会長方針に従い、積極的にロータ

リー活動を広報していきたいと思っております。又毎月、ロータリーの友
の注目記事も紹介してまいりたいと思います。
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【社会奉仕委員会】　委員長 栗原良幸君
今年度も例年通り、8月4日の鮎祭り早朝清掃活動と来年度5月の県央

相模川サミットでの相模川清掃活動への参加を予定しています。ご参加
の程、宜しくお願いいたします。また、今年度の地区方針「一クラブ一奉仕
プロジェクトを」のもと、厚木ＲＣに相応しい活動がありましたらご連絡
下さい。

【新世代奉仕委員会】　委員長 畑中雄太君
新世代奉仕委員会は委員長の畑中と副委員長の今井銀河会員で務めさ

せていただきます。
ロータリーの礎である『つながり』を意識し、継続開催されている

ティーボール大会や青少年や若い世代とのつながり、地域社会とのつな
がりを持ち、ロータリーの活動を知っていただく機会をつくりたいと考
えております。本年度も多くの会員の参加とご協力をお願い致します。

【国際奉仕委員会】　委員長 髙橋伸一郎君
平和で平等に生きられる社会になることを目的とする。この世に生れ

て来て、本当に良かったと思える社会になるよう皆様と一緒に活動して
いきたいと考えております。

【職業奉仕委員会】　副委員長 石村哲也君
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、

これを育むことにあります。その中でも職業奉仕は、ロータリアンとして
の活動の核心であり、次の概念を持つ大変重要な位置づけであります。

一つ目に、四つのテストに照らし合わせ、職業上の高い倫理基準を保つ
こと、であり、二つ目に、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識するこ
と、そして、三つ目に、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職
業を高潔なものにすることであります。
「職業奉仕」がロータリーの基礎であることを改めて認識していただき

まして、本年度も次の活動へのご協力をお願い申し上げます。
１．例会を通して会員相互の職業の理解を深め、会長、幹事、関連委員会

と連携して、職業奉仕活動とその意識を更に高める。
２．１０月の職業奉仕移動例会では、事業所等の見学会を実施し、奉仕

と職業倫理の認識を深める。
以上です。１年間、どうぞ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36名＞

6 月 25 日例会　　確定出席率 86.84％ 7 月 9 日例会　　出席 31 名　欠席 5 名　出席率 86.11％
＜欠席＞
　今井銀河君・黄金井陽介君・髙橋　宏君・丸田隆弘君
　米山尚登君

新会員紹介

ふ り が な ふかざわ　あきお
氏 名 深澤　明央君
生 年 月 日 昭和42年1月11日
事業所住所 厚木市寿町 2-1-18
推 薦 者 常磐重雄君
勤 務 先 NTT 東日本 - 南関東神奈川西支店 職業分類 電話事業

【米山奨学委員会】　委員長 黄金井康巳君
米山奨学委員会の委員長の黄金井です。副委員長は本多さんです。
ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロータリーの創始者、故・米山

梅吉翁の偉業を記念し、外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨
学事業です。

日本での勉学と共に日本のロータリアンとの交流を通じ、“日本と世界
を結ぶ「架け橋」となり、ロータリー活動の良き理解者となる人材を育成
する”それが、米山記念奨学事業の使命です。

財源は、皆様方ロータリアンの任意の寄付によりますが、税制上の優遇
措置が受けられますので、会員皆様の深いご理解をいただき、寄付へのご
協力をよろしくお願いいたします。

クラブとしての寄付目標額は、普通寄付と特別寄付を合わせて会員一
人当たり2万円です。

10月の米山月間には、米山奨学の理解を深めるための卓話と共に、職業
奉仕と共に米山記念館の見学を予定いたします。

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 黄金井康巳君　副委員長 山口巖雄君
ロータリー財団委員会の総括委員長の黄金井です。副委員長は山口さ

んです。当委員会は、ロータリー財団と米山奨学の二つの部門で構成され
ています。これらの二つの部門は、元来ロータリアンの任意の寄付により
支えられています。ロータリアン一人一人にロータリー財団と米山奨学
のそれぞれの趣旨を深くご理解をいただき、個々のプログラムが円滑に
行われますよう会員皆様の協力をよろしくお願いいたします。

会員皆様の善意による自発的な寄付が、世界中の人々への奉仕に役立
ち、ロータリーの奉仕活動の輪が世界中で広がるよう努めて参りますの
で、ご協力をよろしくお願いいたします。


