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点鐘　…西嶌洋一 会長

斉唱　…それでこそロータリー

ビジター紹介

高橋　晃様（第 6 グループガバナー補佐 海老名 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・2010 － 11 年度地区役員・委員会制服委員長

ご就任委託の件
　　地区幹事　　難波有三　会員
・ハイチ大地震災害支援ご協力のお願い
・国際ロータリー第 2780 地区ローターアクト

　第 21 回地区年次大会のご案内
　日時：3 月 7 日（日）　14 時～開会式
　場所：鎌倉芸術会館　3 Ｆ集会室
　登録料：4,000 円

・寄付金納入明細票（2009 年 12 月）送付の件
・「友インターネット特報」

2010 － 2011 年度 RI テーマが決まりました。

BUILDING COMMUNITIES
BRIDGING CONTINENTS

「地域を育み、大陸をつなぐ」
◎（財）ロータリー米山記念奨学会より

・確定申告用領収証送付の件
◎厚木青年会議所より

・新春懇談会　ご臨席のお礼

幹事報告

◎例会変更
＊伊勢原中央ＲＣ

・ＩＭに変更
日時：2 月 8 日（月）→ 6 日（土）13 時　点鐘
場所：秦野商工会議所

・夜間例会
日時：2 月 22 日（月）

＊秦野名水ＲＣ
・IM に変更

日時：2 月 4 日（木）→ 6 日（土）13 時　点鐘
場所：秦野商工会議所

・休日休会
日時：2 月 11 日（木）

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 厚木県央ＲＣ
3. 座間ＲＣ
4. 座間中央ＲＣ
5. 相模原ＲＣ
6. 相模原グリーン RC

第2404回例会（1月26日）☆司会　会田義明 副SAA

＊夫人誕生日
　石村隆明君（宮子夫人）　2 月 2 日
　前田賢一君（淑子夫人）　2 月 6 日
　黒柳告芳君（淳子夫人）　2 月 6 日

＊結婚記念日
　金沢文明君　2 月 6 日

今日の卓話（2月2日）

「世界理解月間によせて」
担当：山本淳一君

次回の卓話（2月9日）

「昨今のビール事情について」
担当：門田高明君

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。」

例会場	 厚木商工会議所5F　大会議室
例会日	 毎週火曜日　12：30～
事務所	 厚木市栄町1丁目16番15号　厚木商工会議所内



特別スマイル

高橋　晃様（海老名 RC）
厚木クラブの皆さん今日は本日は期後半の GSE、
IM 等地区活動のお願いに参上致しました。よろし
くお願いします。

西嶌洋一会長　前田賢一幹事
高橋晃ガバナー補佐、本日はようこそお越し頂きま
した。ご指導の程よろしくお願い致します。

和田正幸君
厚木ロータリーに入会してから 40 年が経過しまし
た。これも会員皆様のお力添え御支援があったお陰
です。これからも足手まといになると思いますがよ
ろしくお願いします。

青木啓次君
昭和 45 年 1 月の入会で本年 40 年経過しました。そ
の間平成 12 年の 8 月には肺癌の疑いで肺の一部切
除し病理検査の結果肺の石灰沈着症でした。それ以
来タバコをやめる事が出来ました。この時 1 ヶ月休
会させて頂きました。これからあと何年続けられる
か…？

飛鳥井豊君
去る 1 月 20 日のゴルフコンペには多数の方々の出
席ありがとうございました。小林、会田両幹事さん
ご苦労様でした。次回小林、常磐さんよろしくお願
いいたします。私にとって良かったのは天候だけ
だった。

西嶌洋一会長
1 月 20 日のゴルフコンペでは家内が 2 位私が 3 位
となりまして家内に順位では不覚をとりましたがス
マイルします。

会田義明君
1 月 20 日に開催されました厚木ロータリーコンペ
に多数出席していただきありがとうございました。
当日は天候も良く、大寒にもかかわらず気温が 18℃
まで上がり半袖でもプレーできるくらいの陽気でし
た。次回は 4 月 7 日です。3 連続幹事となってしま
いました。小林さんよろしくお願いします。

前田賢一幹事
ゴルフでは、7 位でラッキーセブンでした。参加者
13 名で半分にも満たないですがスマイルがまだま
だとのことでわずかですがスマイルします。

小林　透君
先日行われたゴルフコンペでゲスト参加させていた
だいた息子の良が優勝してしまいました。私はブー
ビーをのがれましたが、また幹事です。皆様にはお
世話になりました。賞品かせぎの為にまた息子を参

加させてオヤジの分までかせぎさせます。

小林　良君
今回はゲストとして厚木ロータリークラブゴルフコ
ンペに出させていただきありがとうございました。
優勝という最高の結果になって自分自身とても嬉し
かったです。もしまた参加させていただけた時は連
勝を狙って頑張りますのでよろしくお願いします。

本多正彦君
誕生日、入会記念と 2 つもお祝いをいただきました。
有難うございます。

西迫一郎君
事業所開設のお祝い誠に有難うございました。本日
は壽永さんの卓話補佐でまいりました。

金沢文明君
誕生日のお祝いありがとうございます。今年で 45
才気持ちも新たに頑張ります。

髙橋　浩君
結婚記念日お祝いありがとうございました。無事 5
周年です。

山本淳一君
高橋ガバナー補佐様ようこそお越し下さいました。
きょうは都合で早めに退席させていただきます。

柳田純昭君
申し訳ありませんが所用の為、早退させていただき
ます。

小林透君（会報委員会）
本日発行の週報にお名前を間違えたミスプリントが
ございます。入会記念日の青木啓次会員のお名前が
間違っておりました。たいへん失礼いたしました。

今日のお花

バラ、ストック（櫻井靖次君）
チューリップ（壽永純昭君）



出席報告　＜会員42名、出席対象38名＞

1 月 12 日例会　　確定出席率 88.89％ 1 月 26 日例会　　出席 31 名　欠席 7 名　出席率 81.58％
＜今回欠席＞

高倉　茂君・松本好正君・山口巖雄君・米山尚登君・福住桂司君・

黒柳智太郎君・常磐重雄君

卓話（1月26日）

「ロータリー理解推進月間」
担当：ロータリー情報委員長　壽永純昭君


