
114320-1 DIC182

前 田 賢 一
会 田 義 明
滝 澤　勇
鈴 木 茂 男
今 井 一 男

2014 ～ 2015　国際ロータリー会長　ゲイリー C.K ホァン

ロータリーに輝きを

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。」

＊会員誕生日
　三宅壯平君（24日）
　会田義明君（27日）

＊結婚記念日
　小野　修君（22日）
　壽永純昭君（23日）

点鐘　…前田賢一会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介

佐々木辰郎様（大和田園RC）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2015-16年度　会員増強目標の提出方法
・薬物クリーンかながわ

薬物乱用防止講演会　参加申込の件
◎厚木市役所　より

・平成27年度第1回厚木市セーフコミュニティ推
進協議会の開催について

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま181号

◎神奈川県立厚木商業高等学校　より
・第33回　全国高校女子ソフトボール選抜大会

優勝祝賀会のご案内

幹事報告

◎例会変更
・厚木県央RC

4月24日（金）→　移動例会
17：00　ボーリング大会
18：30　点鐘
場所：リオ　厚木市中町3-13-2

5月 1日（金）→　休会（クラブ定款第6条第1節(c)
による）

5月15日（金）→　16日（土）公開例会
13：00　点鐘
場所：厚木アーバンホテル

・相模原南RC
4月28日（火）→　例会取止め
（定款第6条第1節(c)により）

5月 5日（火）→　祝日休会
5月26日（火）→　夜間例会

18：30　点鐘
場所：かつまさ
※4月28日、5月26日は伊勢丹7階バンケット

にてビジター受付あり
・寒川RC

4月27日（月）→　点鐘18：00
※茅ヶ崎警察署刑事課薬物銃器対策課より講

師お招き
「危険ドラッグ」についての講演

5月 2日（月）→　祝日休会
◎週報

・相模原南ＲＣ

第2650回例会（4月14日）☆司会　森住　等 副SAA

今日の例会（2015 年 4 月 21 日）

「次年度委員会例会」
担当：次年度会長 会田義明君

次回の例会（2015 年 4 月 28 日）

「調整中」
担当：米山尚登君
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スマイル

公共イメージ委員会 委員長
佐々木辰郎様（大和田園RC）
本日卓話に参りました。地区公共イメージ委員会の
佐々木でございます。貴重なる時間を頂き誠にあり
がとうございます。常日頃はEND Polioに御協力を
賜わり心より感謝申し上げます。今後共宜しくお願
い致します。

前田賢一会長・滝澤　勇幹事
先週は春の親睦例会と御祝いの会には、多くの会員
に出席を頂きましてありがとうございました。会
長としましても御祝いの会を無事に行なわせて頂

き、本当にホッとしております。飛鳥井会員、黄金井
チャーターメンバー、本多会員にはこれらも健康に
ご留意され、私たちの模範としてよろしくお願い致
します。十亀親睦委員長、ありがとうございました。

前田賢一会長・滝澤　勇幹事
日曜日のティーボール大会は無事に開催できてよ
かったです。多くの少年少女たちの元気なプレーに
とてもはげまされました。協会の方より是非来年も
とのことでしたので会田次年度会長よろしくお願い
します。グランドまで来て下さい。また、会員の皆様
ありがとうございました。

理事役員会 議事録

日 時：2015年4月14日（火） 13：30 ～（例会終了後）
会 場：厚木商工会議所　408号室
1.会長挨拶  前田賢一 会長
2.例会行事
4月度例会
7日(火) 「お祝いの会、春の親睦例会」 前田賢一 会長

 (移動例会) 十亀健志 委員長
14日(火) 「ロータリー雑誌月間」 國方達央 雑誌広報年史委員長
21日(火) 「次年度委員会例会」 会田義明 次年度会長
28日(火)  米山尚登 会員
5月度例会
5日(火） 休会

12日(火)  柳田純昭 会員
19日(火)  西嶌洋一 会員
26日(火）  黄金井康巳 会員
3.議題
①地区研修・協議会(4/19)の件
　・参加予定者：11名
②新会員の集い（5/15・16）について
　・参加予定者：3名
③創立55周年記念について
　・記念例会を、認証状伝達例会と兼ねて、11月24日(予定)に行う。
　・記念例会の企画は会田義明次年度会長が進める。
④ロータリー財団・米山奨学の経過報告
　・西迫哲総括委員長が本日欠席のため、5月理事役員会で報告して貰う。
⑤その他
　・彭奕禛米山奨学生の紹介を５月の例会で行う。

理　事：【クラブ運営】小林透・十亀健志、【クラブ広報】國方達央、【会員増強】西嶌洋一、
【クラブ奉仕】吉岡敏、【Ｒ財団】西迫哲、【直前会長】高橋宏、【クラブ情報】山本淳一

役　員：【副会長】会田義明、【副幹事】鈴木茂男、【クラブ財政】高橋浩、【ＳＡＡ】山口巖雄、
【副ＳＡＡ】森住等、【地区会員増強・会員維持委員】壽永純昭　　　　　　(敬称略)
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山口巖雄君
色々お世話とご迷惑をおかけしました。通常の生活
に戻りましたので…佐々木様宜しくご指導下さい。

山本淳一会員
先週の春の親睦例会ではご利用賜りありがとうござ
いました。113年桜が皆様をお迎えでき、嬉しく思い
ます。黄金井酒造様にはお酒・ビール、アサヒビール
様にはワインを沢山にごちそうになり、ありがとう
ございました。黄金井一太様、飛鳥井豊様、本多正彦
様これからもお元気で。本日結婚記念のお祝いをい
ただきありがとうございました。46年目の当日です。

三宅壯平君
佐々木さん卓話ごくろうさま！たのしみにしており
ます。

吉岡　敏君
大和田園RCの佐々木さん本日はご苦労様です。卓話
楽しみに聞かせて頂きます。
②去る4月7日のゴルフコンペをもちまして、ゴルフ
同好会の会長を西嶌さんにバトンタッチしました。
初代会長の飛鳥井さんのあとを受けて2代目会長を
務めて参りましたが、無事3代目に引継ぎとなりまし
た。西嶌さん宜敷くお願いします。
③本日ロータリーバッヂをつけ忘れてきましたので
スマイルします。

國方達央君
本日の卓話につきましては、公共イメージについて
地区の公共イメージ委員長の佐々木辰郎様にお願い
した所、佐々木様には快くお引受いただきました。ど
うかご指導の程よろしくお願い致します。

國方達央君
この度の厚木ロータリーゴルフコンペで飛鳥井先生
の米寿のお祝いの特別賞をいただく事ができまし
た。私も飛鳥井先生に追いつくように米寿まで頑張
りたいと思います。

壽永純昭君
大和田園RCの佐々木さん、「公共イメージ委員会」を
担当され早や一年、大変御苦労様でした。委員長の卓
話楽しみにしております。よろしくお願いします。

西嶌洋一君
4月7日の同好会コンペで妻がグロス99ではからずも
優勝してしまいました。又、次回ゴルフ幹事を担当す
る羽目になりましたので次回は7月22日です。予定に
入れておいて下さい。ありがとうございました。

柳田純昭君
地区公共イメージ委員長佐々木辰郎様ようこそい
らっしゃいました。本日は宜しくお願い致します。

髙橋　宏君
佐々木さんようこそ。本日はよろしくお願いします。
又、先日のロータリーのコンペでは、ハンデに恵ま
れ、見事幹事の大役をさせていただく事となりまし
た。7月22日（水）は西嶌先生と幹事をさせていただ
きますので、皆様の多数の御参加お待ちしています。

鈴木茂男君
結婚のお祝いありがとうございます。

今井一男君（ラッキー今井）
先日のティーボール大会に参加させていただきまし
た。ちびっこが元気に動きまわっており、見ているだ
けで楽しくなりました。また、参加したいと思いま
す。ありがとうございました。

前島憲司君
11日土曜日の厚木ロータリークラブ会員杯ティー
ボール大会に参加させていただきました。参加され
た皆様ご苦労さまでした。野球人口の減少を食い止
めようとの協会の皆様や子供たちの一生懸命のプ
レーに感動しました。来年も協賛するのであれば皆
様是非参加しましょう。青少年委員長 前島憲司

具島健太郎君
土曜日のティーボール大会お疲れ様でした。また渋
滞で集合時間に遅れてしまいスミマセンでした。一
緒に参加させて頂いた娘もボールを打たせてもらい
喜んでいました。私も初体験でしたが、一振り目で空
振りした時初めてゴルフをした時の事を思い出しま
した。又、妻の誕生祝いも有難うございました。

今日のお花

アメリカハナミズキ（赤・白）　牡丹（ぼたん）
壽永純昭君
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卓話「ロータリー雑誌月間」

担当：雑誌広報年史委員長 國方達央君
講師：RI第2780地区 公共イメージ委員会　委員長 佐々木辰郎様

厚木ロータリークラブ様
卓話

D2780地区公共イメージ 委員会

佐々木 辰郎（大和田園RC所属）

次年度 国際ロータリー（ＲＩ）テーマ
Be a gift to the world

今、なぜ公共イメージと認知度の
向上が叫ばれるのか？

我々の周囲の人々が
ロータリーを知らない！

戦略計画

優先項目

1.クラブサポートと強化

2.人道的奉仕の重点化と増加

3.公共イメージと認知度の向上

中核となる価値観
1.親睦
2.高潔性
3.多様性
4.奉仕
5.リーダーシップ

次年度RI会長エレクト

K.R. ラビンドラン

COLOMBO ロータリー
クラブ所属

スリランカ

ティーバッグの製造で世界をリード
する上場企業、Printcare PLCの創
設者

次年度田中ガバナーエレクト方針

・クラブのサポート強化

さまざまな奉仕活動に参加奨励！

・公共イメージと認知度の向上

マルチメディアなどで良い活動は広めて影響力を持とう！

自己が、クラブが、尊敬される存在になろう！

ロータリーデーを市民参加の行事として実践しよう!

公共イメージ賞を設ける！

認知度が低いとどの様な影響が
起こるのか？

1.会員の減少！

2.奉仕活動に対する賛同や募金への協力が

ままならない！

ロータリーの可能性を最大限発揮できない！

公共イメージと認知度の向上

• イメージとブランド認知を調和させる。

• 行動を主体とした奉仕を推進する。

• 中核となる価値観を強調する。

• 職業奉仕を強調する。

• クラブにおけるネットワークづくりの機会、

ならびにクラブ独自の主な活動について

周知を図るようクラブに奨励する。
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・イメージとブランド認知を調和させる！

• ロータリアンでない方が、いったいどのようなこと
からロータリーに対するイメージを持つだろうか？

• それは、ロータリアン１人１人の振る舞いや行動

ではないか？

• 自分の身近にいる１人か２人のロータリアンの

イメージや印象によって、ロータリー全体を見て

おられるのではないか？

陰徳の美学

• 私をはじめ多くのロータリアンは入会時にこの
事を教わりました！

陰徳の美学からの変化は正しいだろうか？

• その評価は後世の方達に決めて頂ければ良い
のではないでしょうか？

今、行動しなければ次世代への改革はな
い！！

・職業奉仕を強調する！

• ロータリアンが職業人として、また社会人として
どう行動するかということがロータリーのイメー
ジと深く結びついているのではないか？

つまり、私たちロータリアン１人１人がロータリー
を代表する顔である！

創設者ポール・ハリスの名言

『世界は常に変化している。ロータリーは世界

と共に変化して成長していかなければならない。

ロータリーの物語は幾度も書き換えられなけ

ればならない。』

この言葉を心にとめておいていただければ幸いで
す。

本日は、ここに「厚木ふれあいティーボール大会」を開催できます
事、お慶び申し上げます。厚木ロータリークラブとして、このように特
別協賛させて頂ける機会を頂きまして、心より御礼を申し上げます。

また、開催にご尽力いただきました、ティーボール協会、行政、協賛
会社の方々。選手、保護者、関係者の皆様、そして、元ヤクルトスワロー
ズの坂巻豊選手にもお手伝いを頂きまして、心より感謝申し上げま
す。本当にありがとうございます。

ロータリークラブは、アメリカで創設して110年になります。日本で
は、約88,000人会員数、2,287クラブ。世界に目を向けますと、200以

上国・地域、33,000クラブ、会員数約120万人。世界のほとんどの国にロータリークラブがあり、会員がいる。
一言で申しますと、「人道的な奉仕活動を主とした団体」であります。その中で、一つPRさせて頂きたいこと

があります。
それは、「エンド・ポリオ・ナウ」「小児麻痺」病気はご存じですか？小さい子供がかかる、手や足、頭の脳に

麻痺させる病気です。特に不衛生な地域に発生する病気で、日本にも昔多く見られました。予防には小指くら
いのポリオ・ワクチンを飲むと簡単に防げます。約30年前に世界のロータリーが撲滅に動き、現在では約99％
が減少し、発生件数があと僅か約200件、3 ヵ国まで減少しました。是非、本日を機会に知って頂き、ご賛同を
頂けましたら幸いです。

今日は、ティーボールを通して、大いに活躍して頂き、元気ハツラツなプレーを楽しみにしております。大き
な怪我などありませんよう、十分にご注意を頂き、今日1日よろしくお願い致します。

第 3 回厚木オープンふれあいティーボール大会

厚木ロータリークラブ　会長 前田賢一
日時：2015年4月11日

場所：厚木市営及川球技場
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「ロータリーの理念」ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべての職業において高度の道徳的水準を守るこ
とを奨励し、世界においては、親善と平和の確立に寄与することを指向した、事業及び専門職務に携わる指導
者が世界に連携した団体です。

出席報告　＜会員 39 名、出席対象 36 名＞

3 月 24 日例会　　確定出席率 97.06％ 4 月 14 日例会　　出席 31 名　欠席 5 名　出席率 86.11％
＜事後メイク＞ ＜欠席＞

　志保達郎君・西迫　哲君・丸田隆弘君
　米山尚登君・小山賢司君


