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2015 ～ 2016　国際ロータリー会長　K.R. ″ラビ″ ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう

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
　志保達郎君（美香夫人14日）

＊入会記念日
　壽永純昭君（H 4. 7.14）
　鈴木茂男君（H22. 7.20）

点鐘　…会田義明会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

市井雄二様

（NTT東日本 神奈川西支店 県央営業支店長）
今井一男様

（MIRAIT 前会員）

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
・「全国ロータリー・ポリオプラスプログラム研修

セミナー」のご案内
2015年8月23日(日)　10：00 ～ 16：00
増上寺(講堂)

・第13回日韓親善会議開催のご案内
2015年9月4日　13：00 ～
グランドプリンスホテル新高輪

・ロータリー財団への寄付金２か年比較表について
・青少年交換学生募集の件
・地区　社会奉仕・国際奉仕セミナー開催のご案内

2015年7月25日(土)15：00 ～ 17：30
アイクロス湘南

・上半期人頭分担金、比例人頭分担金送金のお願い
・RI第2780地区公共イメージ賞　について

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・米山奨学生世話クラブ補助金送金のご案内

◎国際ソロプチミスト厚木　より
・会長・事務局変更のお知らせ

◎神奈川県立厚木商業高等学校　より
・2015年度全国高校総合体育大会　壮行会のご案内

◎厚木セーフコミュニティ―推進協議会　より
・[セーフコミュニティ―現地審査]の実施について

◎相模原グリーンロータリークラブ　より
・「私の職業倫理観」
・「企業理念」「経営方針」「モットー」集

幹事報告

◎例会変更
・綾瀬春日RC

第2661回例会（7月7日）☆司会　髙橋　宏 SAA

今日の例会（2015 年 7 月 14 日）

「クラブ協議会」
担当：会田義明会長

次回の例会（2015 年 7 月 21 日）

「クラブフォーラム」
担当：山本淳一君



7月8日(水)　→　移動例会（会長・幹事慰労会）
場所：箱根水明荘　箱根湯本702
点鐘：18：30

7月29日(水)　→　休会(クラブ定款により)
8月12日(水)　→　休会(クラブ定款により)

・大和田園RC
7月10日(金)　→　夜間特別懇親例会

場所：箱根湯本温泉「箱根路　開雲」
点鐘：18：30

7月31日(金)　→　取止め例会(定款第6条第1節
(ｃ)により)

8月14日(金)　→　取止め例会(定款第6条第1節
(ｃ)により)

・大和中RC
7月30日(木)　→　夜間移動例会

場所：北京飯店　点鐘：18：30
8月13日(木)　→　取止め例会(定款第6条第1節

(ｃ)により)
8月27日(木)　→　夜間移動例会

場所：北京飯店　点鐘：18：30 

・厚木県央RC
7月17日(金)　→　7月20日(月・海の日)　移動

例会
横浜NeNAベイスターズ野球観戦

8月14日(金)　→　休会(定款第6条第1節(ｃ)によ
り)

・座間RC
7月29日(水)　→　夜間例会

場所：胡同　座間市相模が丘5－3－5
点鐘：18：30

8月5日(水)　→　東京ロータリークラブ訪問（メ
イクアップ訪問）
場所：帝国ホテル
点鐘：12：30

8月12日(水)　→　取り止め休会(クラブ定款に
より)

8月19日(水)　→　陸上自衛隊ふぃじ）
場所：帝国ホテル
点鐘：12：30

理事役員会 議事録

日　時：2015年7月7日（火）　13：40 ～ 14：10
会　場：厚木商工会議所　408号室
出席者：13名（オブザーバー含む）

議案1．例会行事
7月度例会
 14日（火）　クラブ協議会 会田 義明　会長
 21日（火）　クラブフォーラム クラブ研修リーダー　山本 淳一会員
 28日（火）　卓　話 具島 健太郎 会員
８月度例会
 4日（火）　会員増強月間 会員増強委員長　壽永 純昭会員
 11日（火）　休　会
 18日（火）　卓　話 井上 聡 会員
 25日（火）　納涼親睦例会 親睦活動委員長　森住　等会員

議題2．公共イメージ　鮎まつり（8月1日2日）エンドポリオナウについて
・今年は厚木3RC主体（幹事クラブ　厚木RC）
・目的　ロータリー活動、ロータリークラブの広報、理解、募金活動
・会員の皆様に特にお手伝いしてほしい時間帯は1日土曜日14時から16時
　お手数ですが是非お時間空けておいてください。
・詳細は改めてご連絡します。

議題3．納涼親睦例会について（森住 等　親睦活動委員長）
・日時：8月25日火曜日例会終了後
・7月中にパンフレット詳細ご報告します。



スマイル

会田義明会長・髙橋　浩幹事
西迫　哲副会長・十亀健志副幹事
前田さん、滝澤さん大変お疲れ様でした。また、先週
の最終例会に出席された皆様ご苦労様でした。会場
を提供していただきました黄金井さんお世話になり
ました。そして本日はいよいよ新しい年度がスター
トいたします。皆様のご指導・ご協力を受けながら
1年間頑張ってまいりますのでよろしくお願いし
ます。また、石村君、本日は入会おめでとうございま
す。新しいメンバーが新たに加わり、これからロータ
リー活動を共にできることを光栄に思います。一緒
にロータリーライフを楽しみましょう。

前田賢一前年度会長
会田会長、髙橋幹事、55周年もあり大変ですが、頑
張って下さい。精一杯応援させて頂きます。素晴らし
い年度になりますよう祈念します。

前田賢一君
今井さん、本当にお世話になりました。公私ともに楽
しませて頂きました。新天地でのご活躍を祈ってお
ります。そして、石村さんご入会おめでとうございま
す。お父様にはお世話になりました。これからも永い
お付き合いをよろしくお願いします。

飛鳥井豊君
新しい理事役員の方々の御活躍をお願いたします。

本多正彦君
会員名簿トップの会田新会長の新しいロータリー年
度、良い事がありそうで楽しみです。髙橋浩新幹事の腕
の見せ所と期待しています。

本多正彦君
石村哲也さん、会田新年度スタートからのご入会お
めでとうございます。大歓迎です。

吉岡　敏君
会田会長、髙橋幹事、一年間ご苦労様です。得難い経
験を楽しんで下さい。

山本淳一君
会田会長、髙橋浩幹事、西迫副会長、十亀副幹事いよ
いよスタートですね。今年もよろしくおねがいいた
します。

西嶌洋一君
会田会長、西迫副会長、髙橋幹事、十亀副幹事、体調に
気をつけられ一年間のご活躍を期待しております。

國方達央君
会田義明会長、髙橋浩幹事の本年度のご活躍をご期
待申し上げます。

壽永純昭君
7月7日、未年の羊の日とダブル羊は12年ぶりです。大
変縁起の良い日の会田丸の出港を心より喜んでスマ
イルします。本年もよろしく。来年のソウル大会みん
なで行きましょう。

柳田純昭君
会田会長、髙橋幹事いよいよスタートですね。身体に
気をつけてお活躍をお祈り致します。

柳田純昭君
石村哲也さんの入会を歓迎致します。ロータリーを
楽しんで下さい。

小林　透君
会田会長、一年間よろしくお願いいたします。七夕ス
タート気持良いですね！

SAA 髙橋　宏君・鈴木茂男君・市川信也君
前田直前会長、滝澤直前幹事一年間大変おつかれさ
までした。又、会田会長、髙橋幹事これから一年よろ
しくお願い致します。SAAをなるべくか

・ ・ ・ ・

まないよう
に努めますので皆様方の御協力よろしくお願いしま
す。

山口巖雄君
いよいよスタートですネ。会田年度悔いのないロー
タリーをやりとげて下さい。礼節、勇気、思いやり、そ
して品格の有るロータリーに挑戦して下さい。お父
さん（明さん）も期待していると思います。応援しま
す。

常磐重雄君
会田会長、髙橋幹事、1年間宜しくお願い致します。
また、誕生日のお祝いありがとうございました。41
歳になりました。

西迫　哲君
入会記念ありがとうございます。又、本日より会田会
長のとなりで勉強させていただきますので皆様のご
指導宜しくお願い致します。

議題4．年間行動計画表について
・2016年5月24日　創立55周年記念移動例会
・会場の関係から来る10月20日及び同月27日プログラム変更

議題5　その他
・住所録印刷状況報告　他



例会 「新年度活動報告」

担当：会田義明会長

滝澤　勇君
会田会長、西迫副会長、髙橋幹事、十亀副幹事、健康に
留意され、ご活躍ください。

十亀健志君
本日より眺めいい所から1年間宜しくお願いします。

和田勝美君
会田義明会長、髙橋浩幹事、一年間よろしくお願いい
たします。

今井一男君
こんにちは、今井です。本日は私の後任、「市井雄二さ
ん」と一緒に出席させていただきます。國方先輩のご
紹介で入会させていただく予定です。よろしくお願
いいたします。

石村哲也君
石村集文堂の石村でございます。厚木ロータリーク

ラブに仲間入りできたいへんうれしく思っておりま
す。皆様何卒宜しくお願いいたします。

今日のお花

姫
ヒメヒオウギスイセン

緋扇水仙（本多正彦君）
デンドロビューム・百

ヒャクジツコウ

日紅（壽永純昭君）

本年度の方針

今この時間（とき）を大切にしよう

本年度のRI会長K．R．ラビンドラン氏の方針は「私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。しかも、終わ
りは思ったより早く来るものです。この限られた人生をとのように過ごしたらいいのでしょうか。・・・」と
始まります。私は、この言葉の意味を大変深く感じております。

私は、縁あってこの歴史と伝統のある厚木ロータリークラブに入会させていただきました。入会してから８
年という期間ではありますが、多くの先輩ロータリアンと出会い、励まされ、何より多くのことを学ばせてい
ただきロータリークラブのすばらしさを実感させていただきました。これは、ロータリークラブに入会しなけ
れば得られなかったことであります。

そして、今年度会長という大役を仰せつかり、このことは、自分にとって大変大きな出来事であり、また自分
自身への大きな挑戦でもあります。この重責をしっかりと受け止めて頑張って参ります。

さて、昨今、世の中が目まぐるしく変化していく中、ロータリーも変わりつつあります。今年度ロータリーの
特別月間も大幅に変更されました。厚木ロータリークラブとしましてもクラブイズムを継承しつつも、回りの
変化にはしっかりと柔軟に対応していきながら推し進めていかなくてはならないと思っております。

そこで、私は今年度の目標として

①ＲＩ・地区運営方針を理解し、それを実践していきましょう。
②例会や事業に積極的に参加し会員相互の親睦を深め、ロータリーライフを楽しみましょう。
③ロータリーを通じ、奉仕を実践し事業を発展させましょう。
④ロータリーを楽しむには健康でなくてはなりません。健康維持に努めましょう。
⑤ロータリーのすばらしさを多くの人に発信し、さらに活気あるクラブ実現の為に会員増強に積極的に努

めましょう。
この５項目を中心に活動していきたいと思っています。ロータリアンとして当然のことであるかもしれま

せんが、敢えて方針に掲げて目標としていこうと思います。
人生は一度きりです。その限られた今この時間（とき）に、ロータリーで出会った方々と共に活動ができるこ

とへの感謝と喜びを感じながら一生懸命やっていこうと思います。そして、来たる５５周年をみなさんと共に
成功させ、ネクストステージへとつなげていきたいと思いますので、みなさんご指導、ご協力よろしくお願い
いたします。



出席報告　＜会員 40 名、出席対象 37 名＞

6 月 23 日例会　　確定出席率 84.21％ 7 月 7 日例会　　出席 31 名　欠席 6 名　出席率 83.78％
＜事後メイク＞
　前島憲司君 （7月2日／海老名欅RC）

＜欠席＞
　青山泰秀君・小山賢司君・髙橋伸一郎君・前島憲司君
　丸田隆弘君・三宅壯平君

新会員紹介

ふ り が な いしむら てつや
氏 名 石村 哲也君
生 年 月 日 昭和43年8月27日（47歳）
事業所住所 厚木市温水 98
推 薦 者 会田 義明君
勤 務 先 株式会社　石村集文堂 職業分類 書籍配布
家 族 構 成 妻（信子様）長女（心那様）長男 ( 透磨様）
趣味・特技 ゴルフ
所属委員会 クラブ管理運営委員会

髙橋　宏ＳＡＡ

前幹事へバッジ贈呈前会長へバッジ贈呈

髙橋　浩新幹事会田義明新会長


