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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。」

＊事業所開設
　小山賢司君（10日）

＊夫人誕生日
　恵津晴夫君（ひろみ夫人10日）
　常磐重雄君（麗奈夫人14日）

＊結婚記念日
　井上　聡君（13日）
　前島憲司君（14日）

点鐘　…前田賢一会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

彭
ホウ

 奕
イ シ ン

禛君

（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・次年度地区会員増強・維持セミナー事前準備の

お願い
◎国際ロータリー日本事務局　より

・ベネファクター・ポールハリスフェロー　認証
◎国境なき医師団　より

・ＡＣＴ

幹事報告

◎例会変更
・相模原大野RC

6月17日(水)　→　6月16日(火)
年度末親睦例会 点鐘19:00 「京懐石　りほう」

◎週報
・寒川RC

第2656回例会（6月2日）☆司会　森住　等 副SAA

今日の例会（2015 年 6 月 9 日）

「思いつくままに」
担当：三橋一皓君

次回の例会（2015 年 6 月 16 日）

「ワイン」
担当：三宅壯平君

講師：オークラフロンティアホテル海老名 鳴海圭介様

理事役員会 議事録

日 時：2015年6月2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
6月度例会
2日(火)  「クラブ協議会」 前田賢一 会長
9日(火)  吉岡　敏 会員　※変更

16日(火)   三宅壯平 会員
23日(火)   本多正彦 会員
30日(火) 「一年を顧みて」(移動例会) 前田賢一 会長
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スマイル

吉岡　敏君
3週続けて欠席しましたので！

米山尚登君
所用により早退します。

髙橋　宏君
本日所用の為、申し訳ありませんが早退させていた
だきます。

今日のお花

ドクダミ（本多正彦君）
斑入額紫陽花・額紫陽花・紫陽花（壽永純昭君）

3.議題
①「一年を顧みて」（6/30）について
　・会場はセルバジーナとし、会費は徴収しない。
②新会員について
　・石村哲也氏を理事・役員会で承認した。
③その他
　・ロータリー財団奨学生の石田愛さんには、アメリカへ出発する前に、例会で挨拶して貰うこと
　　とする。

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)

卓話「クラブ協議会」

担当：前田賢一会長

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 小林　透君
SAA、クラブ財政、スマイル、出席、プログラム各委員会共に順調に活

動していただいております。ラストスパートがんばりましょう。
【スマイル・出席・プログラム委員会】　委員長 小林　透君

・スマイル、目標額60万円現在547000円もうひとふんばりです。ご協力
をお願いします。

・出席、100％記録有、本年度もう一度100％達成にご協力を！
・プログラム、会員皆様のご協力で順調にプログラム推移しておりま

す。ありがとうございます。
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【会場監督SAA】　委員長 山口巖雄君
前田会長の今年度の方針の中に“会員同志の親睦とコミュニケイショ

ン”重点を置き、クラブのより良い雰囲気づくりに心掛けて参りたい。そ
の意を大切に会場例会づくりに努めて参りました。

会員の皆様のご協力により例会出席率も90％を越えて充実感を共有
することが出来ました。これもそれぞれの卓話等の誠意ある取組みのお
かげと思います。

例会は自覚と厳格の中に楽しさがただよい参加しやすい、参加したい
“絆”が出来たことと思います。1年間“花の有る例会”を志した。毎回きれ
いな花を壽永会員をはじめ多くの方々のご協力に感謝を申し上げます。

【クラブ財政】　委員長 髙橋　浩君
本年度は上半期のご報告が遅くなり誠に申し訳ございませんでした。
決算報告につきましてはスピード感ある対応心がけます。
一年間ご協力いただき有難うございました。

【親睦活動委員会】　委員長 十亀健志君
2014年7月～ 2015年5月までの活動報告
8月 5日　納涼親睦例会を開催し東京ミッドタウン散策とビルボー

ドライブ東京で音楽と食事をしました。参加者は26名
10月21日　職業奉仕、親睦活動合同例会を行い、親睦会は元湯玉川館

さんで開催しました。
12月 9日　忘年親睦例会をレンブラントホテルで行い、参加人数51名
4月 7日　春の親睦例会を元湯玉川館さんで開催致しました。

【クラブ広報委員会】　総括委員長 國方達央君
クラブ広報委員会、総括委員長の國方です。今年度のクラブ会報・IT・

雑誌・広報・年史の各委員長および委員の方々には、1年間ご協力いた
だき有難うございます。今期の活動につきましては、4月の雑誌月間で
地区の公共イメージ委員会の委員長の佐々木さんをお呼びして、公共イ
メージについて卓話をお願いし、地区が進めている公共イメージ委員会
の詳細について説明していただきました。

又、当クラブのクラブ会報委員会につきましては、現在地区では公共イ
メージ委員会に名称が変更しており、今後当クラブでも検討していかな
ければならないと思います。

雑誌・広報・年史につきましては、年度計画書の通りとさせていただ
きます。
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【クラブ会報・IT委員会】　副委員長 和田勝美君
【クラブ会報】
・週報に、毎週の例会の状況を、正しく記述し、写真も掲載することで、

厚木ロータリークラブの活動記録として確実に保存してきました。
・週報は速やかにホームページ上に公開することで、公共イメージの

向上、認知度向上の一助となるように努めてきました。
・卓話の内容を、正確に週報に記録するという観点から、データでの情

報提供にご協力をいただきました。
【ＩＴ（Information　Technology）】
・厚木ロータリークラブのホームページを活用し、外部への情報発信

を行い、公共イメージの向上を図りました。
・ロータリー活動の理解と認知度向上につなげ会員増強にも貢献でき

るよう継続的にＩＴを活用した情報発信を行いました。
・クラブホームページ以外の情報発信手段として、ケーブルテレビや

タウン情報誌との連携を図り、認知度向上に努めました。
会員の皆様から、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】　総括委員長 西嶌洋一君
会員増強委員会総括の西嶌です。本日は欠席しますので、各部門の委員

長さんにご報告をお願いします。会員増強委員会としては、一年間会員の
皆様のご協力に感謝致します。

【クラブ研修委員会】　リーダー 山本淳一君
・クラブフォーラムは7月15日と1月27日の例会時に行われた、会員紹

介の多いメンバーの卓話や祖父、父、本人と三代続くメンバーの卓話から
これからの厚木ロータリーへの思いや期待を伺う事ができた。

・2月10日には「炉辺会談」が行われ新会員と会長経験者との懇談がで
きた。

・地区大会・インターシティミーティング・地区研修協議会などに新
会員の参加も多数あり、自クラブを見なおすよい機会であった。

・先輩会員の話を傾聴する機会があるが、そのたびごとに厚木ロータ
リークラブの歴史、あゆみを知るばかりか、クラブの雰囲気やカラーを感
じる事も出来る。

・公共イメージと認知度の向上では第6グループがあつぎ鮎まつりの
際のポリオエンドナウで成果をあげたと思う。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 黄金井康巳君
今年度の新会員は、8月に青山さんの再入会、9月にアサヒビール井上

さん、本年2月にダイワハウス志保さん、そして5月に高橋さんの入会の
計4名で、純増2名、会員数40名の大台に戻ったところです。

ここで、前会員でありました石村さんのご子息が入会推薦になってお
りますので、次年度会田年度の第1例会で石村さん入会との申し送りを
次年度委員長さんにお伝えさせていただき、本年度の委員会活動を閉め
させていただきます。

1年間の会員皆様のご協力に感謝申し上げます。
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【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 吉岡　敏君
担当委員会の職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の各委員会は、

当初計画にのっとってそれぞれプログラムを行いました。
【国際奉仕委員会】　委員長 吉岡　敏君

当初方針に基づいて、RIおよび2780地区の方針に基づく、ポリオ寄付、
米山奨学金、財団寄付のクラブ目標の達成に協力を呼びかけました。ま
た、地区国際奉仕委員会の成田委員長に、ご自身の国際奉仕に関する体験
について卓話をお願いしました。

【職業奉仕委員会】　委員長 鈴木茂男君
委員長鈴木、副委員長は山本会員です。活動報告の発表をいたします。

事業計画書に記載の通りに実施いたしました。①～③「ポイント」の内容
です。10月21日は25名参加でフジタ工業さんの耐震設備の研究所と市
川会員の津久井製材所の2 ヶ所を事業所見学をさせていただきました。
見学の際いろいろご協力ありがとうございました。

【社会奉仕委員会】　委員長 丸田隆弘君
社会奉仕委員より報告いたします。社会奉仕員の活動としましては、

昨年8月3日の鮎祭り清掃活動、平成27年2月22日のロータリーデイにお
ける活動として厚木3クラブ合同で行われた本厚木駅周辺の清掃活動及
び平成27年5月17日の県央相模川サミットクリーンキャンペーンにて河
川敷の清掃活動を行いました。

ともに、多くの方にご参加いただき、本厚木の美化に貢献できたもの
と考えております。

ご参加いただきました皆様、ご協力誠にありがとうございました。

【新世代奉仕委員会】　委員長 前島憲司君
平成26年9月2日青少年月間では地区に卓話をお願いして地区の活動

と取り組みについてお話しいただきました。
平成27年4月11日は前期と同じく厚木ロータリークラブ会長杯ティー

ボール大会を実施しました。子供達の熱心で活気溢れるプレーに感動し
ました。次期以降の協賛もお願いしたいところであります。皆様ご協力
ありがとうございました。

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 西迫　哲君
【米山奨学委員会】　委員長 西迫　哲君

米山ですが、皆様の御協力により目標全額を達成しました。本当にあり
がとうございました。
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【ロータリー財団委員会】　委員長 常磐重雄君
皆様のおかげで、1人200ドルの財団寄付を達成できました。特に黄金

井さん、米山尚登さんには円安問題をカバーする大枚をご寄付頂きまし
た。ありがとうございます。おかげ様で当クラブは第6グループで財団寄
付額平均一位となりました。又、前田会長には快くベネファクターになっ
て頂きました。

今年の目標が概ね達成できたことに感謝致します。

出席報告　＜会員 40 名、出席対象 37 名＞

5 月 19 日例会　　確定出席率 91.43％ 6 月 2 日例会　　出席 33 名　欠席 4 名　出席率 89.19％
＜事後メイク＞ ＜欠席＞

　今井一男君・小山賢司君・森住　等也君・柳田純昭君


