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奉仕を通じて平和を

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。」

＊夫人誕生日
　十亀健志君（貴子夫人 27日）

＊入会記念日
　青木啓次君（S45.1.27）
　和田正幸君（S45.1.27）

　本多正彦君（S62.1.27）
　会田義明君（H19.1.23）

点鐘　…小林　透会長

斉唱　…奉仕の理想

新入会員

前島憲司君
（弁護士法人前島綜合法律事務 弁護士）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 前年度地区報告書・今年度　会員増強（サクジ

作戦）チラシ・第２５２０地区からの
支援依頼書
・ 財団補助金管理説明会＆管理セミナー開催のお

知らせ
◎国際ロータリー　日本事務局より

・ ポール・ハリス・フェロー認証状　バッヂ
◎ロータリー米山記念奨学会より

･特別寄付明細書・米山功労者感謝状及び表彰品
◎日本ボーイスカウト湘北地区より

･第２１回　チャリティーゴルフ大会のご案内
◎座間ＲＣ　より

･ＩＭ　リーフレット

幹事報告

◎週報　
・相模原大野ＲＣ
・相模原南ＲＣ

スマイル

小林　透会長・髙橋　宏副会長・西迫　哲幹事
前島さんご入会おめでとうございます。どうか宜し
くお願い致します。

髙橋　宏副会長
①結婚記念のお祝いありがとうございます。早いも
のでとりあえず無事？ 25年経過しました。②入会記
念のお祝いありがとうございます。平成16年入会し
て、無事9年、今後もよろしくお願いします。

三橋一皓君
早退致しますのでニコニコします。

山口巖雄君
入会記念ありがとうございました。当日賞ですので
スマイルさせていただきます。

常磐重雄君
多分、入会5年目になります。まだまだ至らぬ点もあ
りますが宜しくお願いします。前島先生、同業ですの
で今後とも宜しくお願いします。

第2545回例会（1月15日）☆司会　鈴木茂男 副SAA

今日の例会（2013 年 1 月 22 日）

「ロータリー理解推進月間」
担当：ロータリー情報委員長

次回の例会（2013 年 1 月 29 日）

「ボランティアの推進」
担当：鈴木茂男君
講師：小林利忠氏

（厚木市市民協働推進部市民協働推進課 課長）



例会 「クラブ協議会（報告）」

１．クラブ管理運営委員会
統括委員長　髙橋　浩

当委員会は会場監督、クラブ財政、スマイル・出席・
プログラム、親睦活動の４委員会を統括し「楽しい例会」

「ためになる例会」を目指し、クラブの例会活動がスムー
ズに運営できるよう半年間取り組んできました。

50年以上にわたり諸先輩方が多大な努力で築きあ
げられてきた伝統を引き継ぐとともに「ロータリーはク
ラブが基本である」という礎を常に念頭に置き、各委員
会、会員との連携連絡を密にし、楽しく有意義なロータ
リー活動ができるよう親しみに満ちた気配りを行って
参ります。

ご来訪された方々にも礼節を重んじてご対応し、当ク
ラブの一層のイメージアップになるよう委員一同共通認
識を持って職責を遂行してきております。今後も当クラ
ブに良いと思われるところは積極的に取り入れて参り
ます。会員の皆様にはご意見がありましたらお気軽にア
ドバイスいただければ幸いです。

各委員会の半年間の活動状況は詳細に各委員長か
らご報告させていただきますが、会場監督部門は会長・
幹事の意向を尊重し、規律と品位を保持しつつ、毎回の
例会が明るく、楽しいひと時だったと各会員、ご来訪者
の皆様方に思っていただけるよう秩序正しい運営に努
めています。

本日から例会のお席も変更させていただきました。会
員の皆様、お客様との交流の一助になれば幸いです。

クラブ財政部門は、厳正かつ正確な会計管理を行う
ことを基礎に定期的なディスクローズを行い透明性のあ
る活動に気を配っております。半年間の事業計画との比
較は概ね順調に推移しています。

スマイル・出席・プログラム部門はロータリー活動の
基本である出席率向上を重点施策として活動しており
ます。ガバナー月信で公示のとおり皆様方のご協力で高
い出席率で推移しております。

卓話については、ご担当いただく会員の皆様にお手
数、ご面倒をおかけいたしますが、ご協力のおかげで厚
木ロータリークラブに在籍していないとキャッチできな
い情報もあり、有益な卓話になっており頼もしい限りで
す。下期は行事日程等からスマイル件数が逓減しますの
で更なるご協力をよろしくお願いいたします。親睦活動
部門はさまざまな楽しい催し物を通じて会員および会
員のご家族同士が親睦を深めていただけるよう活動し
て参りました。昨年８月の東京スカイツリー・浅草散策、
１０月の職業奉仕委員会との合同親睦会、先月の家族
忘年親睦会などたくさんの皆様にご参加いただき、まこ
とにありがとうございました。

今後もご提案等ございましたらお気軽にお申し付け
ください。

１）会場監督
委員長　西嶌洋一

皆様のご協力により前期は例会を順調に運営するこ
とができました。また、いつもお花を添えていただく会
員、早くに例会場に来て準備してくれる会員には特に感
謝しております。

今月より３回目の席替えを行いましたので会員間の融
和を図っていただきたいと思います。

引き続き例会が秩序正しく、明るく、楽しく運営でき
ますよう努力してまいりますので、皆様のご協力をお願
いいたします。

２）スマイル出席プログラム委員会

委員長　十亀健志
2012年7月～ 12月の出席率、およびスマイル数（金額）

平均出席率 スマイル数（件数） スマイル金額
7月 87.86% 56 84,000円
8月 87.62% 38 48,000円
9月 84.83% 28 32,000円
10月 91.28% 42 65,000円
11月 81.75% 40 77,000円
12月 87.85% 22 41,000円
合計 ― 226 347,000円

本年度も例会出席率100％を目指し、スマイル目標額60
万円を設定しています。引き続きよろしくお願いいたし
ます。

２．クラブ広報委員会
総括委員長　滝澤　勇

（ア） 厚木ロータリークラブの諸活動を対外的に発信し、
一般の方々に厚木ロータリークラブに対する関心
を高めてもらうことを目的にホームページの充実に
取り組んでおります。

（イ） 週報を定期的に掲載すると同時にトピックスの
ページを設けました。

（ウ） ホームページのトピックスでは、クラブ活動をはじ
め会員個人の活動や会員企業の情報等を掲載し、
厚木ロータリークラブの魅力を対外的に伝えてい
きたいと考えています。

１）クラブ会報・ＩＴ委員会
委員長　滝澤　勇

（ア） 週報が厚木ロータリークラブの活動記録となりま
すので、正確な週報作りに努めております。週報を
ホームページに定期的に掲載しております。

（イ） ホームページをより魅力的なものにするためにも、
トピックス欄に掲載する情報の提供を皆様にお願
いいたします。

（ウ） ホームページの再構築はまだ道半ばです。残る任
期中にできるだけ整備して次年度の役員に引き継
ぎたいと考えています。



２）雑誌・広報・年史委員会
委員長　柳田純昭

(ア) 「ロータリーの友」は、ロータリーを理解し、広く情報
を得るのに最適な雑誌です。そして「ロータリーの
友」の購読はロータリアンの義務となっています。
皆様にはぜひとも時間を作って読んでいただくよ
うお願いします。

３．会員増強委員会
総括委員長　國方達央

平成２５年度１月時点で増強が１名、昨年の１２月末
で２名退会したため総会員数は３９名になりました。昨
年度増強委員会では会員候補者推薦のお願いとして入
会についてのパンフレットと新会員推薦書を全会員に
配布させていただきました。

現在どの会員からも推薦者が届いておりません。もう
１度配布いたしますので１名といわず何名でも会員候
補者の推薦をお願いいたします。
１）会員選考・職業分類委員会

委員長　吉岡　敏
会員増強委員会から依頼があった会員候補者につい

て、その適格性を審査し職業分類の結果を付して、遅滞
なく理事会に報告しております。今年度のこれまでの審
査報告件数は３名です。

４．奉仕プロジェクト委員会
統括委員長　常磐重雄

奉仕プロジェクト委員会では２つの推進事業があります。
１つは、厚木市市民協働推進条例に関するものです。

同条例は昨年１０月１１日に施行されたばかりの新しい
条例です。厚木市が市民から寄付金を集めて基金を設
置し、市民活動団体（ＮＰＯ法人、ボランティア団体等）
に厚木市が補助金を交付するというシステムです。

この市民協働推進基金の第１号寄付を１月１７日厚
木ロータリークラブでやらせていただくことになってお
ります。マスコミも入ると聞いておりますので別途ご報告
させていただきます。

２つめは、厚木市で活動するＮＰＯ法人「日本ティー
ボール協会」との共同事業です。

具体的には、５月中旬ころ「厚木ロータリークラブカッ
プ」ということでティーボールの大会（小学生向け）を開
催したいと考えています。今、企画段階ですので、また理
事役員会に承認をいただいた後、詳しいことをご説明さ
せていただきます。
１）職業奉仕委員会

委員長　会田義明
職業奉仕委員会の方針のもと、事業計画にもあると

おり、奉仕する心をもって職業を営み、例会に出席し、
会員相互の交流を図り、お互い学びあうことで職業を通
じての社会貢献、地域貢献を実践していきましょう。継
続することが大切です。

５．ロータリー財団委員会
総括委員長　前田賢一

１）米山奨学委員会
委員長　三宅壯平

皆様のご協力により目標額にほぼ達成しました。心か
ら感謝申し上げます。

国際交流会

1月12日（土）米山学友会　奨学生・学友との交流

壽永純昭ガバナー補佐、張　瑞さん、小林　透会長

出席報告　＜会員 40 名、出席対象 36 名＞

12 月 18 日例会　　確定出席率 91.67％ 1 月 15 日例会　　出席 31 名　欠席 6 名　出席率 86.11％
＜事後メイク＞
　滝澤　勇君（12/21 厚木県央RC）

＜事前メイク＞
　壽永純昭君（1/18 地区）
＜欠席＞
　柳田純昭君・田口周介君・前田賢一君・西迫一郎君・黄金井康巳君


