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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）

＊夫人誕生日
　吉岡　敏君（操子夫人17日）
　和田勝美君（なるみ夫人21日）
　前島憲司君（まり子夫人23日）

点鐘　…髙橋　宏会長

斉唱　…奉仕の理想

ビジター紹介

松崎 英剛様（相模原RC）

会長報告

◎国境なき医師団　より
・支援のお願い

幹事報告

◎例会時間　
・相模原南ＲＣ

６月２４日(火)　→　６月２８日(土)　移動例会
場所：山木旅館(熱海温泉)
点鐘：１８：００

※ビジター受付　伊勢丹バンケット
１１：３０～１２：３０

・厚木中ＲＣ
６月１８日(水)　→　年度末親睦例会　
場所：レンブラントホテル厚木
点鐘：１８時００分

・厚木県央ＲＣ
６月２７日(金)　→　年度末親睦夜間移動例
場所：あつぎ飯山温泉　元湯旅館
点鐘：１８時３０分

・寒川ＲＣ
６月３０日(月)　→　１８：００点鐘に変更

例会後「新会員歓迎会」　ビジター費　6,000円
７月１４日(月)　→　移動例会
「直前会長幹事慰労会」　１８：００点鐘
於：なんどき牧場　ビジター費　6,000円

◎週報
・相模原南ＲＣ

スマイル

松崎英剛様（相模原RC）
こんにちは。相模原ロータリークラブの松

まつざきひでたけ

崎英剛と
申します。大きな会場で皆様の歌声がきれいに響い
てとても感動しました。皆様にお会いできて光栄で
す。よろしくお願い致します。

髙橋　宏会長
本年度もあと3回。なんとなくうれしいような、でも
これからさみしくなるのかなあと複雑な心境です。
あと3回よろしくお願いします。

第2611回例会（6月10日）☆司会　十亀健志 副SAA

今日の例会（2014 年 6 月 17 日）

「一年を顧みて」
担当：常磐重雄幹事

次回の例会（2014 年 6 月 24 日）

「一年を顧みて」（移動）
担当：髙橋　宏会長
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髙橋　宏会長・常磐重雄幹事
相模原RC松崎様ようこそ厚木RCへ。ゆっくりと楽
しんでください。

三橋一皓君
ながらく身体の不養生ゆえ欠席しておりましたが、
お陰様で再度出席出来る様になりました。この間、大
方の皆様より心あたたまるお励ましを頂きましたこ
と、あらためて厚く感謝申し上げます。

三橋一皓君
所用で中途退席させて頂きます。

常磐重雄幹事
妻の誕生日のお花ありがとうございます。毎年大変
助かっています。

恵津晴夫君
妻への誕生日祝いありがとうございます。

前島憲司君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。もう結
婚8周年になりました。早いものだと感じました。

壽永純昭君
今週も一通もスマイルが無い様ですので、ラスト2
週、ご協力を！野口さんでも、樋口さんでも、福沢で
も大歓迎！

今日のお花

デンファレ（壽永純昭君）

卓話 「クラブ協議会」

担当：髙橋　宏会長

【クラブ管理運営委員会】
クラブ管理運営委員会 総括委員長　壽永純昭君

SAA、クラブ財政、スマイル、出席、プログラム、親睦の各委員長方のご協力をいただき、髙橋丸の航海も無事
帰港です。この委員会は、クラブの健康管理部門を統括しました。風邪やケガをしながらも大過なく務まりま
した。ご協力を感謝します。

会場監督 SAA　柳田純昭君
秩序と品位のある楽しい例会となるよう心掛けました。4回の席替えを行い会員相互の交流を図り、又、壽

永会員をはじめメンバーのご協力により花のある例会も継続出来ました。会場設営では、鈴木親睦委員長に
大変お世話になりました。有難うございました。進行の不手際により、卓話の時間が短くなってしまった事が
あった事をおわび致します。

クラブ財政委員会 委員長　西嶌洋一君
会の会計は、浅井さんのご協力で順調に推移しております。年度終了後すみやかに会計報告をさせていただ

きます。ありがとうございました。
スマイル・出席・プログラム委員会 委員長　壽永純昭君

スマイルは、昨年並を達成出来そうです。今一歩のスマイルをお願いします。出席はメイキャップの理解を
いただき100％出席も出来ました。プログラムは、多少の入れ変えがありましたが、楽しく身近な卓話となりま
した。心より感謝します。ありがとうございました。

親睦活動委員会 委員長　鈴木茂男君
ロータリー活動の、“ロータリーの心（奉仕の理念)”を実践していくうえで親睦活動は、欠かせません。楽し

く、和を大切にし、さまざまな企画運営を通じて、会員及び会員のご家族同士がより一層深く知り合い、親睦を
深めて頂けるよう、親睦活動委員一同、全力で活動を実践してまいります。と昨年、年度初めに発表致しました
計画の実施経過をご報告致します。



102140-1 DIC172

≪行事日程≫
＊2013年 8月27日(火)　納涼親睦例会(移動例会)

→東京駅周辺散策と東京タワー隣、芝とうふウカイ亭会食46名参加。
  10月22日(火)　職業奉仕、親睦活動合同例会(移動例会)
 →横浜地方裁判所研修と中華街(均昌閣)での会食30名参加。
  12月10日(火)　忘年親睦例会(移動例会　レンブラントホテル厚木)

→会員有志3氏によるマジックショーと女性サックスホーン4重奏63名参加。
＊2014年 1月 7日(火) 　3クラブ合同賀詞交歓会→30名参加(105名中)レンブラントホテル厚木
  3月 4日(火)　創立53周年記念例会(移動例会　会長）30名、七沢セルバジーナさんで
  4月 1日(火)　春の親睦移動例会、七沢玉川館さんで(お花見)27名参加。
  6月24日(火)　一年を顧みて(移動例会)レンブラントホテル厚木
と皆様の積極的なご参加、御提案、御意見を頂戴し御協力頂きまして事故もなく楽しく親睦活動が行えまし

た。不備な点も多少御座いましたと思いますが親睦活動委員を代表いたしましてお礼を申し上げます。一年間
本当に、ありがとうございました。

親睦活動委員の皆様、大変御苦労さまでした。

【クラブ広報委員会】
クラブ広報委員会 総括委員長　黄金井康巳君
クラブ会報・IT委員会 委員長　黄金井康巳君

クラブ広報委員会の黄金井です。
今年度は、「公共イメージ」としての広報活動の取り組みの最初の年度でした。厚木クラブとしては、8月の

「あつぎ鮎まつり」での第6グループによる「END POLIO NOW キャンぺーン」や、先月5月の「第二回厚木オー
プンふれあいティーボール大会」など、クラブとしてのロータリー活動を通じ、「公共イメージ」に大きく寄与
することができました。会長、幹事ならびにご協力いただきました会員の皆様に感謝申し上げます。

クラブ会報・ITにつきましては、栗原さん、今井さんに大変なご苦労をおかけいたしましたが、毎週の例会
内容を正確に週報として記録保存することが出来ました。

会員皆様のご協力により滞りなく1年を終了することができました。ありがとうございました。
雑誌・広報・年史委員会 委員長　本多正彦君

（1）「広報」
地区委員会も、公共イメージの向上と認知度の向上に力を入れています。当委員会としても、活動の内容を

会員だけでなく、メディアや一般の人々に知ってもらえるように活動しています。次年度委員会の皆様にも、
引き続き、地元地域への認知度の向上に努めていただけるようお願いします。
（2）「雑誌」
例会において「ロータリーの友」の記事の紹介を随時行ってきました。縦組みのシリーズとなっている「わが

まち、そしてロータリー」は各地域の特徴が記述されており読み応えがあります。横組みの中では、「ポリオ撲
滅」に関する内容が充実しています。4月には地区のロータリーの友委員の高橋晃氏から卓話をしていただき
ました。会員の皆さまにも「ロータリーの友」をじっくり読んでいただきたいと思います。
（3）「年史」
週報を主体とした記事・写真が適時、集められています。また、電子保存版も随時、閲覧できるように充実し

てきました。これからも、「年史」のベースとなる、原稿・記事・写真の提供をお願いします。
一年間、ご協力をいただきありがとうございました。

【会員増強委員会】
会員増強委員会 総括委員長　吉岡　敏君

全ての組織にとって永遠の課題である会員増強について、担当部門であるロータリー情報委員会、会員選
考・職業分類委員会、会員増強委員会がそれぞれの立場から活動に参りました。

又、会員各自が自分が感じている厚木RCの魅力について周囲に伝えて頂くようお願いして参りました。
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ロータリー情報委員会 委員長　山本淳一君
・クラブフォーラムの時間を設けていただき、ガバナー補佐経験者から「これでよいのか厚木ロータリー」と

題して卓話をお願いした
・炉辺会談は2月25日入会２年未満の会員9名と会長経験者など12名の参加を得て懇談の場をもつことがで

きました
会員選考・職業分類委員会 委員長　國方達央君

副委員長・黄金井一太会員のご協力により純増1名と職業分類も増やしていただきました。委員長としては
何も出来ませんでしたが、副委員長のお力で目的を達成することができました。1年間ありがとうございました。

会員増強委員会 委員長　吉岡　敏君
年度当初の8月に地区会員増強委員の小島氏の卓話をお願いし、全会員に「新会員推薦書」を配布し提出を依

頼しました。現在純増一名となって居ります。ご協力ありがとうございました。

【奉仕プロジェクト委員会】
奉仕プロジェクト委員会 総括委員長　滝澤　勇君

今年度、奉仕プロジェクト委員会では、職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の各委員会が、それぞれ委
員長を中心に積極的に活動していただきました。

活動内容は各委員長から発表していただきますが、私から先に、新世代奉仕委員会についてお話させていた
だきます。

職業奉仕委員会 委員長　前島憲司君
委員長自身「職業奉仕」の意味を理解不十分なまま委員長をやらせていただきました。大きな行事としては

昨年10月22日に行われた、親睦委員会との合同例会がありました。横浜地方裁判所へ出向き法廷傍聴を実施し
ました。事後大変良い感想をいただき好評でした。実施して良かったと思っています。一年間ありがとうござ
いました。

社会奉仕委員会 委員長　米山尚登君
今年度の社会奉仕委員会の活動としては花火大会の翌朝の市内ゴミ拾い、および去る5月18日「県央相模川

サミット6市町村合同クリーンキャンペーン」に協力して河原のゴミ拾いを行いました。
新世代奉仕委員会 委員長　滝澤　勇君

新世代奉仕委員会では、昨年に引き続きティーボール大会を、第２回厚木ロータリークラブ会長杯大会とし
て、５月６日（火）の連休最後の日に、厚木市営及川球技場で開催しました。

参加チームは１３チームで、保護者を含めると、３００名以上の参加があり、天候にも恵まれ、盛大に開催す
ることができました。また、新世代奉仕活動として継続しているボーイスカウト・ガールスカウトへの支援も、
年度末にかけて、昨年度と同様の規模で行うことにしています。

国際奉仕委員会 委員長　西迫　哲君
今年は実質的な海外との交流や奉仕はかないませんでしたが、来年度以降に向け今から出来ることやお手

伝いをさせていただきます。

【ロータリー財団委員会】
ロータリー財団委員会 総括委員長　会田義明君

本日は山口米山奨学委員長が欠席の為、ロータリー財団委員会、米山奨学委員会も含め総括して発表させて
いただきます。

昨年の７月より会員の皆様に協力をお願いして参りました寄付金、ロータリー財団への寄付２００ドル以
上、ポリオプラスへの寄付２，０００円、米山奨学事業への寄付２０，０００円につきましてお陰様を持ちまし
てほぼ達成することができました。皆様からお預かりしました寄付金は財団を通じそれぞれの奉仕分野に活
用され、生かされるものと思います。

皆様のご協力に大変感謝申し上げると同時に次年度以降も趣旨をご理解いただき引き続き寄付をお願いい
たします。１年間ありがとうございました。
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クラブ管理運営委員会 総括委員長
スマイル・出席・プログラム委員長

壽永純昭君

会場監督 SAA
柳田純昭君

親睦活動委員会 委員長
鈴木茂男君

雑誌・広報・年史委員会 副委員長
今井一男君

ロータリー情報委員会 委員長
山本淳一君

職業奉仕委員会 委員長
前島憲司君

髙橋　宏会長



102140-1 DIC172

クラブ広報委員会 総括委員長
クラブ会報・IT委員会 委員長

黄金井康巳君

会員増強委員会 総括委員長
会員増強委員会 委員長

吉岡　敏君

奉仕プロジェクト委員会 総括委員長
新世代奉仕委員会 委員長

滝澤　勇君

社会奉仕委員会 委員長
米山尚登君

国際奉仕委員会 委員長
西迫　哲君

ロータリー財団委員会 総括委員長
ロータリー財団委員会 委員長

会田義明君

出席報告　＜会員 38 名、出席対象 31 名＞

5 月 27 日例会　　確定出席率 85.71％ 6 月 10 日例会　　出席 28 名　欠席 4 名　出席率 90.32％
＜事前メイク＞
　田口周介君 （5月30日／厚木県央RC）
＜欠席＞
　吉川博宣君、小山賢司君、丸田隆弘君


