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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。」

＊事業所開設
　西迫　哲君（21日）

＊誕生日
　今　和広君（18日）

＊夫人誕生日
　吉川博宣君（浩子婦人 24日）

点鐘　…小林　透会長

斉唱　…奉仕の理想

会長報告

◎厚木スカウト会　より
・賛助会員ご協力のお礼

幹事報告

◎例会日変更
・大和ＲＣ　火曜日に変更

◎週報
・相模原南ＲＣ

スマイル

髙橋　宏君
先日3クラブRC親睦ゴルフコンペでハンデにめぐまれ
て2位となりました。賞金と会長さんからおこずかいを
いただいたのでスマイルします。次回秋又、厚木中RC
の担当なので皆さん参加しましょう。

西嶌洋一君
6月3日にニューヨークロータリー No6に出席しまし
た。例会場はハーバードクラブで時間は（12：30 ～
13：30）出席はネットで申込み一人50ドル（息子の嫁
と妻と3人）で150ドル支払いスマイルで50ドル、計
200ドル支払いました。会員数は140人との事でした
が、何故かテーブルは4卓×10人＝40名出席でした。
アメリカ国家斉唱はピアノの生演奏で受付けの名
札ボード等は入り口においてあり日本と同じ、食事
は野菜サラダとパン、サーモン、ポテト、コーヒーと
ケーキでした。出席者は紳士、淑女で雰囲気はさすが
にニューヨーク的でした。（メンバーの中に数人黒人
の女性がおられました。）バナーの交換もして参りま

した。

壽永純昭君
庭の「枇杷」の木に鳥が群がっていました。一つ取って
て食べたら大変美味だったのでおもちしました。

常磐重雄君
皆さんの協力により次年度の事業計画が何とか完成
しそうです。喜びのスマイルです。

前島憲司君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。自分
でも忘れているところ思い出させていただいてあり
がとうございます。

西迫　哲君
スマイルがもうすぐ今年度目標に達するそうで、少
しだけですが、協力させていただきます。十亀さんも
う少しです。がんばって下さい。

今日のお花

枇杷（壽永純昭君）

第2564回例会（6月11日）☆司会　西嶌洋一 SAA

今日の例会（2013 年 6 月 18 日）

「地ビール19年の歩み」
担当：黄金井康巳君

次回の例会（2013 年 6 月 25 日）

「一年を顧みて」
担当：小林　透会長



クラブ協議会

担当：小林　透会長

クラブ管理運営委員会
髙橋　浩統括委員長

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スに運営できるよう１年間努
めて参りました。５０余年以上にわたり諸先輩方
が多大な努力で築き上げられ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
う礎を常に念頭に入れ、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出
来るよう親しみに満ちた気配りを行って参ると　
ともに、御来訪された方々にも礼節を重んじて応
対させていただき、当クラブの佳きイメージアッ
プになるよう委員一同、共通認識を持て職責を遂
行して参りました。一年を省みて会員の皆様のご
協力及び委員の皆様のご尽力により概ね当初の目
標は達成できたと安堵しています。会員・各委員
会の皆様誠にありがとうございました。謹んで御
礼申し上げます。

各委員会の１年間の活動状況総括は詳細に各委
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
時だったと会員及び来訪者の皆様方に思われるよう
秩序正しい運営に努めて参りましたが、西嶌ＳＡＡ、
鈴木副ＳＡＡの監督・進行により毎回スムースな例
会運営が出来ました。有難うございました。

クラブ財政部門は厳正且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（開示）を
行い透明性ある活動に気を配って参りました。執行
部との連携も概ね順調に出来たと存じます。

渡辺委員長に関しましては平沼前委員長からの
引き継ぎ後お時間経っていないにもかかわらず、
一年間の締めお願いしてしまい恐縮ですが、何卒

宜しくお願い致します。
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
活動して参りました。ロータリー月信で広報の

通り毎月皆様方のご協力で高い出席率で推移して
おり、荒天の日でも積極的に例会に参加していただ
きました会員の皆様に感謝いたします。十亀委員長
の奮闘、柳田副委員長の的確なフォロー、移動例会
での板井委員の進行等　例会に佳きアクセントを
加えていただき有難うございました。卓話につきま
してはご多忙の中、ご担当いただきました会員の
皆様にはお手数ご面倒をお掛け致しましたが暖か
いご協力誠に有難うございました。お陰で厚木ロー
タリークラブに在籍していないとキャッチ出来な
い情報もあり、有用な卓話になって頼もしい限りで
す。またスマイルにつきましては積極的なご参加あ
りがとうございます。上期は順調な推移で参りまし
たが、下期はどうしても行事日程等の関係からスマ
イル件数があまり芳しくございません。残りの例会
回数も限られますが、賢明な会員の皆様の更なるご
協力何卒宜しくお願い申し上げます。
親睦活動委員会

親睦活動部門は様々な催し物を通して会員及び
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合同の
懇親会（会田義明職業奉仕委員長にはバスの手配
等大変お世話になりました）、年末の家族忘年親睦
例会　４月の春の親睦移動例会　沢山の皆さまの
ご参加ありがとうございました。

会員同士又は会員ご家族との絆がさらに太く
なったと感じ嬉しく思います。

小林会長、西迫哲幹事、高橋宏副会長、黄金井康
巳副幹事、執行部の皆様には親睦活動への暖かい
助言、協力、財務支援戴き、誠に有難うございまし
た。また、親睦活動主催例会に関しましては美味し
いお酒を目の前にして大変恐縮でしたが、毎度毎
度一言ご挨拶を快く引き受けていただきました黄
金井チャーター、壽永ガバナー補佐、小林会長、高
橋宏副会長につきましては御礼申し上げます。

夏の納涼親睦例会に於きましては田口会員のご
厚意によりアサヒビール様からの沢山の飲料水、
年末家族忘年親睦例会及び春の親睦移動例会於き
ましては黄金井酒造様からの美味しいビール・お



酒を戴き更なる楽しい集い・宴になりました。春
の親睦移動例会における元湯玉川館様におかれま
しては季節の旬な食事飲み物有難うございまし
た。皆さまごちそうさまでした。

親睦活動委員の皆様につきましては１年間あり
がとうございました。國方会員におかれましては
総括として親睦活動委員会の行事毎に的確な助
言・フォロー、金沢会員・板井会員・田口会員・
今会員・吉川会員におかれましては支社支店のお
仕事忙しいにも拘わらず積極的にお迎え、家族忘
年親睦例会準備進行の裏方お引き受けいただき、
西迫一郎副委員長におかれましては経験を生かし
ての納涼親睦例会・家族忘年親睦例会の事務的な
フォロー、森住会員・栗原会員につきましては入
会後昨夏よりほとんど休まず、例会３０分前から
の心温まるお出迎え、前島会員・今井会員におか
れましては入会間も無いにもかかわらず積極的な
お出迎え、丸田会員につきましては家族忘年親睦
例会初参加にもかかわらず　司会の大役お引き受
けいただき等々　１２－１３年度末に際し　親睦
活動委員の全ての皆様に感謝いたしております。
誠にありがとうございました。

紙上をお借りいたしまして御礼申し上げます。

会場監督
西嶌　洋一SAA

小林年度の会場監督係として、一年間無事に務
めさせていただけたのも、会員の皆様のご協力
あっての事とお礼申し上げます。特に毎週お花を
持参して頂いたり、会場設営に早くから来て準備
をして頂いた会員の方々、本当に有難うございま
した。

クラブ財政委員会
渡辺伸一委員長

日頃はクラブ財政へご理解ご協力いただき誠に
ありがとうございます。今年度の財政状況につい
ては現在集計中でございますので、後日皆様にお
伝えさせていただきます。
①途中報告としては若干支出が増加傾向です。対応に

ついては後日皆様におはかり致したいと思います。
②ニコニコ会計についてですが、今年度目標50万

円に対しあと10万円弱となっております。残り
わずかですが皆様のご協力をお願いします。

スマイル・出席・プログラム委員会
十亀健志委員長

今期は6月11日を含めてあと3回の例会となりま
した。スマイル出席プログラムの目標でもあるス
マイル金額は60万円です。

11日までの集まった金額は528,000円ですので
皆さんのご協力お願いします。



クラブ広報委員会
田口周介委員

厚木ロータリークラブの活動を広く社会に伝
え一般の方に関心を高めていただくよう努めて
まいりました。また広報活動が会員増強につなが
り今期は新会員にも多くご加入いただくことが
出来ました。

週報は正確な内容で毎週作成してまいりまし
た。HPも毎週欠かさず更新し、魅力あるHP作り
につとめてまいりました。

雑誌・広報・年史委員会
柳田純昭委員長

ロータリーの友に興味を持っていただけるよ
う随時記事を紹介していく予定でしたが出来ず
申し訳ありませんでした。4月の雑誌月間に「ロー
タリーの友」について卓話を行い少しは興味を
持っていただけたかと思っています。

ロータリー情報委員会
山本淳一委員長

○新会員がクラブに馴染んでいただくため、地区大
会、地区協議会、IMなどへの参加は多くの新会員
に出席をいただいた。

○恒例の「炉辺会談」は2月21日(木)レンブラントホ
テルで入会2年未満の新会員と会長経験者、19
名の参加者で行われた。いつもの事ながら新し
い会員は緊張ぎみ、会長経験者はなごやかな雰
囲気をつくろうと努める。この構図が先輩は後

輩を思いやり、若いメンバーは先輩を敬うとい
う厚木ロータリーの伝統的特徴になっているの
だと感じました。

○今年度菅原ガバナーは「ロータリーを理解し、楽
しいクラブづくりをしてほしい」旨、おっしゃっ
ていましたが「ロータリーの友」は最もすぐれた
情報源だと思っております。よく読みましょう。

会員選考・職業分類委員会
吉岡　敏委員長

本年度5名の新会員についての入会に対しての
選考を行い、全員について立派な入会資格者とし
て理事会に報告しました。

会員増強委員会
國方達央敏委員長

本年度の会員増強につきましては、純増3名、退
会者2名、お亡くなりになった方1名、合計3名とな
り、最終総会員数は38名となります。

今年度、会員数を最低40名と目標を設定し、会員
の皆様に、新会員推薦書のパンフレットを配布さ
せていただきましたが、残念ながら推薦書が届い
ていない状況です。

来期に向けては、会員1人1人が他人事ではなく、
クラブの存続に係る事と自覚して意識改革をしな
ければならないと思います。

本年度の活動に関して、ご協力いただき誠に有
難うございます。



奉仕プロジェクト委員会
常磐重雄総括委員長

○本年は例年の事業に加えて大きく3つの事業をさせ
て頂き、十分な成果を上げたと考えます。

○職業奉仕は新東名の見学
○社会奉仕は厚木市への条例への1号案付。社会的

注目を集められたと思います。
○新世代としては厚木ティボール大会を開催でき

ました。
○本年NPO法人と組んで何かをさせて頂こうとい

うのを１つのテーマに掲げていました。これは
前述のティボール大会の開催ということで非常
に効果を上げたと思っています。

職業奉仕委員会
会田義明委員長

職業奉仕委員会では今年度１年「奉仕の理想」
を実践してまいりました。

○『入りて学び出でて奉仕せよ』の実践
○『四つのテスト』の理解
○『ロータリー綱領』の実践
１０月の職業奉仕月間では親睦活動委員会と合

同で開通したばかりの新東名を利用し施設見学を
実施いたしました。

１年間ご協力いただきありがとうございました。

社会奉仕委員会
鈴木茂男委員長

社会奉仕委員会は委員長に鈴木、副委員長に西
嶌先生、委員に十亀さんで今年は年頭の計画に
そって実施し市の市民協働推進条例の卓話をして
いただき、基金とご支援の実施をおこないました。
一年間ありがとうございました。

新世代奉仕委員会
常磐重雄委員長

ティボール大会をNPO法人日本ティボール協会神
奈川連盟に協賛して開催させて頂きました。非常に
素晴らしい大会になりました。継続事業ではありま
せんが、来年も開催して頂ければと考えています。

又、スカウト会さんへの援助を来週取り行う予
定です。

国際奉仕委員会
西迫一郎委員

奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に携わる
人々の世界的親交によって、国際間の理解と平和
を推進する、ということでしたが、今年は機会に恵
まれず目立った活動は出来ていないと思います。

次年度は青少年交換留学生が当クラブに参りま
す。国際としても何か機会を得られればと考えて
います。



ロータリー財団委員会
前田賢一総括委員長

日頃より、当委員会に対しご理解とご協力を賜
りまして御礼申し上げます。

お陰様にて、募金目標も達成いたしました。あり
がとうございました。

年度スタート会員数３８名。R財団200ドル/人。
米山奨学金20,000円/人。ポリオ2000円/人。目標達
成することができました。本当にありがとうござ
いました。

米山奨学委員会
三宅壯平委員長

皆様のご協力とご理解のおかげで目標を達成す
ることが出来ました。ありがとうございました。

出席報告　＜会員 38 名、出席対象 34 名＞

5 月 28 日例会　　確定出席率 84.85％ 6 月 11 日例会　　出席 27 名　欠席 7 名　出席率 79.41％
＜欠席＞
　滝澤　勇君・吉川博宣君・板井浩司君・金沢文明君・今　和広君・
　西迫一郎君・米山尚登君


