
山 口 巖 雄
小　林　　透
会 田 義 明
常 磐 重 雄
湯 澤 一 孝

2011～ 2012　国際ロータリー会長　カルヤン・バネルジー

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために

点鐘　…小林　透副会長

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
・	地区報告書　2009－10年度
・	地区報告書　2010－11年度
・	次年度クラブ幹事とクラブ事務局研修会のご案内
日時：5月21日（月）14時30分　　受付
　　　　　　　　　15時～ 17時　研修会
場所：藤沢産業センター８Ｆ「情報ラウンジ」

◎国際ロータリー 2520地区より
・	「山田の作文」ご送付のご案内
◎Ｒ米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま１４５

幹事報告

◎例会変更　
＊大和中ＲＣ　
・家族会に振替　4月18日（水）→4月15日（日）
＊相模原南ＲＣ　
・事務局住所変更のお知らせ

◎週報
１.	 厚木中ＲＣ
２.	 相模原南ＲＣ
３.	 座間ＲＣ

スマイル

大川　浩様（東京羽田 RC）
先日のゴルフ会でははからずも賞品を頂けました。
同伴いただいた皆様のおかげです。ありがとうござ
います。

飛鳥井豊君
去る4月11日のゴルフコンペには欠席いたしすみま
せんでした。又此の度ゴルフ同好会会長を辞任いた
しました。永い間の御協力に感謝しております。あり
がとうございました。

吉岡　敏君
先日のゴルフ同好会のプレイ後の表彰パーティーの
後、飛鳥井先生の後任の同好会会長となりました。先
任会長の飛鳥井先生とは比較にならない頼り無い会
長ですが、皆様のご協力を頼みに努めますので宜し
くお願いします。ゴルフのスコアーは優勝の東京羽

第2510例会（4月17日）☆司会　前田賢一 副SAA

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。」

＊事業所開設
　和田正幸君（5月1日）
　山口巖雄君（5月1日）
＊誕生日
　三宅壯平君（4月24日）

　会田義明君（4月27日）
　板井浩司君（4月29日）
＊夫人誕生日
　板井浩司一君
（えりこ夫人	5月3日）

＊結婚記念日
　滝澤　勇君（4月29日）
　吉岡　敏君（5月3日）
　西迫一郎君（5月5日）

＊入会記念日
　高橋秀典君
（平成22年4月27日）

今日の例会（2012年 4月24日）

「研究発表」
担当：三宅壯平君
講師：張　瑞さん

次回の例会（2012年 5月8日）

「未定」
担当：黄金井康巳君



田RCの大川さんと年齢は一つ違いですが、スコアは
大きく異なりました。

國方達央君
桜のお花見時期にロータリー同好会のコンペが本厚
木カントリーで行われました。当日の天候は風が強
く小雨が降りましたがお花見には最高の状況でし
た。月並みですが、同伴メンバーに恵まれまして、準
優勝ベスグロ賞をいただきましたので、スマイルし
ます。飛鳥井同好会会長、永らくお疲れ様でした。

西嶌洋一君
大川さんようこそ。当クラブのゴルフコンペには皆
出席していただき感謝しております。ゆっくりして
いって下さい。

田口周平君
先週、ビールの新商品スーパードライドライブラッ
クをお配りさせていただきました。新しいタイプの
黒ビールです。どうぞおためし下さい。先週欠席され
た方は本日お渡ししたいので是非お申し出下さい。
また本日は誕生日を祝っていただきありがとうござ
います。

板井浩司君
入会記念品を頂きありがとうございます。あっとい
う間の1年でした。引続きよろしくお願い致します。

鈴木茂男君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

「次年度委員会例会」

担当：小林　透　次年度会長

2012～2013 年度の活動計画 

会務分担表 

◎理事・役員 

◎委員会 

【クラブ管理運営委員会】総括委員長 髙橋浩(理事) 副委員長 西嶌洋一 

部門 委員長 副委員長 委  員 

会場監督 西嶌 洋一 鈴木 茂男 黄金井康巳 

クラブ財政 平沼 義幸 西迫 一郎  

スマイル・出席・ 

プログラム 
十亀 健志 柳田 純昭 板井浩司 今和宏 丸田隆弘  

親睦活動 髙橋 浩 西迫 一郎 板井浩司 金沢文明 國方達央 今和宏 田口周介 丸田隆弘 

【クラブ広報委員会】総括委員長 滝澤勇(理事) 副委員長 湯澤一孝 

部門 委員長 副委員長 委  員 

クラブ会報･IT 滝澤 勇 湯澤 一孝 金沢文明 田口周介  

雑誌･広報･年史 柳田 純昭 米山 尚登 和田正幸 

【会員増強委員会】総括委員長 國方達央(理事) 副委員長 会田義明  

部門 委員長 副委員長 委  員 

ロータリー情報 山本 淳一 山口 巖雄 難波有三  (委員長はクラブ研修リーダーを兼任) 

会員選考･職業分類 吉岡 敏 黄金井 一太 山口巖雄 

会員増強 國方 達央 会田 義明 湯澤一孝 

【奉仕プロジェクト委員会】総括委員長 常磐重雄(理事) 副委員長 本多正彦 

部門 委員長 副委員長 委  員 

職業奉仕 会田 義明 本多 正彦 会田明 

社会奉仕 鈴木 茂男 西嶌 洋一 十亀健志 

新世代 常磐 重雄 吉岡 敏 西迫一郎 

国際奉仕 黒栁 告芳 壽永 純昭 加藤一郎 西迫一郎 

【ロータリー財団委員会】総括委員長 前田賢一(理事) 副委員長 三宅壯平 

部門 委員長 副委員長 委  員 

ロータリー財団 前田 賢一 青木 啓次 三橋一皓 

米山奨学 三宅 壯平 飛鳥井 豊 常磐重雄 

 

理   事  役   員 

髙橋 浩 クラブ管理運営委員会  会   長 小林 透 

滝澤 勇 クラブ広報委員会  副 会 長 髙橋 宏 

國方 達央 会員増強委員会  幹   事 西迫 哲 

常磐 重雄 奉仕プロジェクト委員会  副 幹 事 黄金井 康巳 

前田 賢一 ロータリー財団委員会  会   計 平沼 義幸 

   副 会 計 西迫 一郎 

山口 巖雄 直前会長  S  A  A 西嶌 洋一 

   副  S A A 鈴木 茂男 



次年度会長・幹事・副幹事

クラブ管理運営委員会

会場監督

西嶌洋一　委員長
会場監督は、明るく楽しい例会を目指します。

親睦活動委員会

髙橋　宏　委員長
ロータリークラブの根幹を成す、親睦活動を会員及
び会員家族とともに楽しく思い出に残る活動にした
いと思います。

クラブ会報・IT 委員会

会員増強委員会

國方達央　委員長
会員増強については努力いたします。

奉仕プロジェクト委員会

職業奉仕委員会

会田義明　委員長
今年度の事業を継続しつつ、職業奉仕について考え、
行動していきます。

社会奉仕委員会

鈴木茂男　委員長
現事業を継続しつつさらなる地域社会への奉仕活動
を推進いたします。

新世代奉仕委員会

常磐重雄　委員長
今年度の事業の継続と、新たな取り組みを考えてい
きたいと思います。

国際奉仕委員会

黒栁告芳　委員長
昨年、化学消防自動車を寄贈いたしましたタイ国ナ
コンパノムロータリークラブとの関係を継続しつ
つ、新たな国際奉仕に向けた取り組みを推進いたし
ます。

ロータリー財団委員会



厚木RC親睦ゴルフコンペ

2012年4月11日（水）
於：本厚木CC

「桜」満開の中で・・・。

優勝　大川　浩会員（東京羽田RC）

準優勝　國方達央会員

3位　小林透会員

次回は7月18日（水）　本厚木CCにて行われます。

ふるってご参加下さい。

次回幹事　大川　浩会員（東京羽田RC）

　　　　　柳田純昭会員

■厚木RCゴルフ同好会
新会長は吉岡　敏会員になります。どうぞよろし

くお願いいたします。

飛鳥井豊会員、お疲れ様でした。

出席報告　＜会員37名、出席対象31名＞

3 月 27 日例会　　確定出席率 94.29％ 4月 17日例会　　出席 26名　欠席 5名　出席率 81.25％
＜事前メイク＞
　壽永純昭君（地区）
　山口巖雄君（4月13日厚木県央RC）
＜欠席＞
　難波有三君・常磐重雄君・平沼義幸君・米山尚登君・
　西迫一郎君


