
点鐘　…柳田純昭 会長

斉唱　…我らの生業

ビジター紹介

大川　浩様（東京羽田 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ RI 加盟 50 周年に対する賞状

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ 2010 年度上半期普通寄付金のお願い

◎国際ロータリー日本事務局より
・ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン

國方達央会員　西嶌洋一会員　柳田純昭会員
◎厚木市より

・平成22年度厚
あつぎしせんぼつしゃついとうしきかいさい

木市戦没者追悼式開催について
（ご案内）

日時：8月22日（金）10時30分～11時40分まで
会場：厚木市文化会館大ホール

◎厚木友好交流委員会より
・ 軍

くんぽしほうもんだんかんげいかい

浦市訪問団歓迎会について
日時：8 月 6 日（金）　18 時 30 分～
会場：ロワジールホテル厚木　3 階「相模」
会費：5,000 円

◎伊勢原平成ＲＣより
・ 創立 20 周年事業「オーストリア視察＆式典

及び報告会」

幹事報告

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 大和田園ＲＣ
3. 相模原ＲＣ
4. 相模原グリーンＲＣ
5. 相模原大野ＲＣ

◎活動計画書
１、大和ＲＣ
２、大和田園ＲＣ
３、海老名ＲＣ
４、海老名欅ＲＣ
５、秦野名水ＲＣ
６、座間ＲＣ
７、相模原大野ＲＣ
８、川崎ＲＣ

委員会報告

親睦活動委員会
本日、8 月 24 日に実施いたします、納涼親睦例会
のご案内をメールボックスに入れておきましたので
１人でも多くの方の参加をお待ち申し上げておりま

第2427回例会（7月20日）☆司会　難波有三 SAA

＊事業所開設
　三橋一皓君（8 月 1 日） 　金沢文明君（8 月 1 日）

今日の例会（7 月 27 日）

「スーパードライの挑戦」
担当：門田高明君

次回の例会（8 月 3 日）

「クラブ協議会」
担当：柳田純昭会長

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。」



す。後程会員には出欠の回覧をお回しいたしますの
で、よろしくお願いいたします。また後日ご家族の
皆様にも郵送にてご案内させていただきますので併
わせてよろしくお願いいたします。

今日のお花

カサブランカ（壽永純昭君）

スマイル

大川　浩様（東京羽田 RC）
柳田会長、黒栁幹事様、ご就任おめでとうございます。
西嶌パスト会長、前田前幹事お世話になりました。

柳田純昭会長・黒栁告芳幹事
東京羽田RC大川さんよくいらっしゃいました。ゆっ
くりおすごし下さい。明日のゴルフおてやわらかに
お願いします。

鈴木茂男君
本日より入会させていただきます。よろしくお願い
いたします。

柳田純昭会長・黒栁告芳幹事
鈴木さん入会お目出とうございます。厚木ロータ
リー 50 周年記念度第 1 号の入会です。今後のご活
躍を期待しております。

西嶌洋一君
本日、戸田の鈴木茂男さんが入会されます。会員の皆
様よろしくお願い致します。改めて、鈴木さん入会お
めでとうございます。早くクラブに馴染んで下さい。

三宅壯平君
鈴木さん入会お目出とうございます。楽しいロータ
リー生活を楽しんでいきましょう。

前田賢一君
先週西嶌会員のお陰で楽しいゴルフをすることがで
きましてスコアも良かったです。今後ともよろしく
お願いします。

小林　透君
良い事があったのでスマイルします。「西嶌さんあ
りがとうございました。」

西迫　哲君
8 月 24 日納涼親睦例会、業界の会合の都合で参加
できない為、昨日息子を連れ押上→浅草を下見に
行って参りました。会田委員長ご免なさい。

前迫静美君
3 回も欠席しすみませんでした。にがにが入れさせ
ていただきます。
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実 行 委 員 会 構 成 表 
 

会長・副会長・幹事       実 行 委 員 長 
 

【会長】 柳田 純昭         黄金井 一太 
 

【副会長】山口 巌雄      実 行 副 委 員 長 
 

【幹事】 黒柳 告芳         加藤 一郎 
 

飛鳥井 豊 
 

三橋 一皓 
 
 
 

総務委員会 記念例会・懇親委員会 記念事業委員会 記念誌委員会 
全体統括調整 
会計・予算管理 
招待状リスト・招待状 
式次第・プログラム 
受付・来賓の接待案作成 
当日の実行計画表作成 
医務室 

記念品 
懇親会 
アトラクション 
土産品 
例会・懇親会準備、司会 

記念事業 
（国際奉仕・地域奉仕）

寄付 
目録作成 

50 周年記念誌作成 
記念例会記録 
（記念写真・DVD） 

[委員長]  黄金井 康巳 
[副委員長] 西嶌 洋一 
[副委員長] 前田 賢一 

嶋田 健一  
金沢 文明 
高橋 秀典 
前迫 静美 

[委員長]  國方 達央 
[副委員長] 難波 有三 
[副委員長] 会田 義明 

会田 明 
福住 桂司 
高橋 宏 
門田 高明 
川上 肇 
十亀 健志 
鈴木 茂男 

[委員長]  吉岡 敏 
[副委員長] 壽永 純昭 
[副委員長] 小林 透 

和田 正幸 
三宅 壮平 
西迫 一郎 
常盤 重雄 
黒柳 智太郎 

[委員長]  本多 正彦 
[副委員長] 山本 淳一 
[副委員長] 西迫 哲 

青木 啓次 
清水 忠直 
米山 尚登 
湯澤 一孝 
滝澤 勇 
高橋 浩 

 

卓話「50 周年実行委員会」

担当：黄金井一太君



準優勝　門田高明会員 ３位　前田賢一会員

優勝　常磐重雄会員

出席報告　＜会員 41 名、出席対象 37 名＞

7 月 6 日例会　　確定出席率 88.89％ 7 月 20 日例会　　出席 32 名　欠席 5 名　出席率 86.64％
＜欠席者＞

　黒栁智太郎君・福住桂司君・川上　肇君・西迫一郎君・

　米山尚登君

新会員紹介

ふりがな  すずき　しげお

氏名   鈴木　   茂男 君　　　

事業所住所 〒 243-0 ０２３　　厚木市戸田６３１－５　

推薦者 　西嶌　洋一 君

事業所 　鈴木商事 職業分類 不動産賃貸業

所属委員会 　親睦活動委員会

ゴルフ同好会　第73回 厚木RCゴルフコンペ

7 月 21 日（水）本厚木 CC


