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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸
小 林 秀 男

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

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）
　小林　透君（25日）

＊会員誕生日
　永石あつし君（21日）

＊夫人誕生日
　石村哲也君（信子夫人19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　…常磐重雄会長

斉唱　…奉仕の理想

会長報告

◎RI日本事務局　より
・クラブ請求書作成のためのデータ更新のお願い
◎大和中RC　より
・40周年記念式典臨席お礼
◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・感謝状（礼状）ピンバッジ
◎あつぎ鮎まつり実行委員会　より
・第72回あつぎ鮎まつり協賛金について（お願い）
◎社会福祉法人　厚木市社会福祉協議会　より
・「社協あつぎ」第150号の送付

スマイル

常磐重雄会長
妻のお花ありがとうございます。今年は妻にも負担
をかけており、誕生日忘れたら大変なことになるの
で、私もしっかり妻の誕生日のお祝いをしたいと
思っています。時計がほしいと言われて困っていま
す。

髙橋　浩君
先週火曜日は、次年度クラブ管理運営委員会・クラブ
広報委員会の会合にたくさんの委員の皆様にご参加
頂き誠にありがとうございました。行事毎に皆様方の

ご尽力是非お願い申し上げます。前田さん、壽永さん、
会田さん、和田さん、開催準備ありがとうございまし
た。御礼申し上げます。

髙橋　宏君
先週欠席してすいませんでした。又、先日の厚木税理
士会の総会には多数のRCの会員の皆様に御参加い
ただき、誠にありがとうございました。今後ともよろ
しくお願い致します。

前島憲司君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。今思い
出しました。明後日が結婚記念日でした。

建部卓也君
本日所用により早退いたします。

今日のお花

凌霄花〈ノーゼンカズラ〉（壽永純昭君）

第2795回例会（6月12日）☆司会　和田勝美 副SAA

今日の例会（2018 年 6 月 19 日）

「スイミングスクールとは」
担当：米山尚登君

次回の例会（2018 年 6 月 26 日）

「一年を顧みて」
担当：会長・幹事
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例会 「クラブ協議会」

担当：常磐重雄会長

【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、一年間会員皆様のご
協力と委員会員の活躍で事業を行う事が出来ました。ありがとうござい
ました。

理事役員会 議事録

日時：6月5日（火）　14：00（本年度理事・役員会終了後）
会場：厚木商工会議所　302号室
1．会長挨拶	 	 髙橋　浩	次年度会長

2．例会行事
7月度例会
3日（火）	 新年度活動方針	 髙橋　浩	会長　　例会後理事役員会
10日（火）	 クラブ協議会	 髙橋　浩	会長
17日（火）	 クラブフォーラム	 クラブ研修リーダー	柳田純昭	会員
24日（火）	 卓　話	 飛鳥田功	会員
31日（火）	 卓　話	 髙橋孝道	会員

8月度例会
7日（火）	 会員増強及び拡大月間	 会員増強委員長	髙橋　宏	会員　　例会後理事役員会
14日（火）	 休　会
21日（火）	 納涼親睦例会	 親睦活動委員長	栗原良幸	会員
28日（火）	 卓　話	 黄金井陽介	会員

3．議題
①例会行事について
②年間行動計画表について
公共イメージ　鮎まつり（8月4日）エンドポリオナウについて、8月5日早朝清掃活動参加のお願い

③納涼親睦例会について（概要、案内、案内状通知）親睦活動委員長　栗原良幸
④その他
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【クラブ広報委員会】　総括委員長 黄金井康巳君
クラブ広報委員会、総括委員長の黄金井です。
クラブ広報ですが、広報委員会全体で各委員長さんの下に、毎週の週報
の発行ならびにホームページへの週報の公開など、一年間のクラブ行事
や活動実績等を広報し、記録して参りました。
尚、各部門の活動内容につきましては、それぞれの委員長さんよりご報
告をいただきます。一年間の会員皆様のご協力に感謝申し上げます。

【会場監督（SAA）】　委員長 前田賢一君
一年間皆様のご協力のもと無事に勤めることができそうです。誠にあ
りがとうございました。
会場準備では鈴木さんにはひとかたならぬお世話になりました。会場
片付けでも多くの皆さまにお世話になりました。心より感謝しておりま
す。
例会ではスムーズな進行に心掛けていただき卓話の時間を確保するこ
とが出来ました。また、時間超過もほとんどなく出来ましたのもさすが厚
木ロータリークラブと誇りに思っております。
なにより副委員長の和田勝美さんが委員長以上に自覚をもって取り組
んでいただいたおかげでもあります。
今年の評価は会長幹事はじめ会員各位がされることでありますので最
終例会まで気を抜かず努めてまいりたいと思います。
偉そうに言いながら今日は欠席で申し訳ありません。

【クラブ財政委員会】　委員長 会田義明君
クラブ会計につきまして会員の皆様のご協力のお陰をもちまして年度
当初の事業計画通り無事に遂行することができました。また、今後は次年
度への移行がスムーズに行きますよう準備をすると共に、最終的に今年
度のまとめが出来次第決算報告書を配布させていただきます。１年間あ
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 鈴木茂男君
一年間、クラブ例会の出席、プログラム実施について、皆様のご協力を
賜りましてスムーズに実施することができました。月ごとに委員の方が
交替で発表していただきました。ありがとうございました。

【親睦活動委員会】　委員長 市川信也君
親睦活動委員会は今年度、8月の「納涼親睦例会」、10月の「職業奉仕親
睦例会」、12月の「忘年親睦例会」、４月「春の親睦例会」と皆様のご協力の
お陰で無事におこなう事ができました。有難うございました。
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【会員増強委員会】　委員長 前島憲司君
今期は新たな会員も増えました。会員の方々のご尽力によるものと感
謝しております。私自身中々委員長としての責務を十分果たせませんで
したが、会員増強の難しさも学ばせていただきました。ありがとうござい
ます。

【会員増強委員会】　総括委員長 西嶌洋一君
私の担当は（クラブ研修・会員選考・職業分類・会員増強）でしたが、
それぞれの委員会の皆様のご協力により、良い活動ができました。会員数
は実増2名で43名となりました。

【クラブ研修委員会】　リーダー 柳田純昭君
クラブフォーラム、炉辺会談も開催でき、一部は会長に代行してもらい
ましたが、おおむね事業計画書の通り遂行できましたことをご報告申し
上げます。一年間ありがとうございました。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 吉岡　敏君
本年の入会者が6名で無事に選考が終わりました。職業分類では未充填
の減少に意を配りましたが、余り補充はできませんでした。会員の皆様に
は、一年間のご協力に感謝いたします。

【クラブ会報・IT委員会】　委員長 小林秀男君
１年間、会員の皆様のご協力により、無事、毎週会報を刊行することが
できました。本当にありがとうございました。
特に事務局の浅井さん、撮影の戸谷さんには、私が不慣れな中、多大な
るご支援を頂き感謝感謝です。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 滝澤　勇君
「雑誌」
毎月初めに配布される「ロータリーの友」の記事で、第2780地区関連の
情報や皆様にご一読いただきたいと思う記事をご紹介してまいりまし
た。この1年間、「ロータリーの友」を丁寧に読み続けた結果、この雑誌が
ロータリー活動についての情報の宝庫であると感じました。
「ロータリーの友」は、「ガバナー月信」と共に、ロータリーを理解し、日
本国内外のロータリークラブの活動を知るのに役立つ、貴重なツールと
思います。

「広報」と「年史」
2年後に創立60周年を迎えますので、「広報」と「年史」の重要性が高まっ
ていると感じています。特筆する活動はありませんが、事業計画に沿った
活動するよう心掛けまいりました。
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【国際奉仕委員会】　委員長 十亀健志君
国際奉仕員会は２月に国際紛争解決月間でした。2月13日に紛争解決
の卓話を予定していましたがその日は2780回の記念例会にあたり特別の
日になりました。
そこで講演として大谷新一郎ガバナーにお越し頂き卓話をして頂きま
した。主だった活動が出来ず申し分けありませんでした。宜しくお願いし
ます。

【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 髙橋　宏君
奉仕プロジェクト委員会では、職業奉仕の石村委員長、社会奉仕の畑中
委員長、新世代奉仕の髙橋伸一郎委員長、国際奉仕の十亀委員長をはじ
め、副委員長、委員の皆様のおかげで地域社会のニーズに応える奉仕活動
の実施を実行できたと思います。一年間御協力ありがとうございました。

【職業奉仕委員会】　委員長 石村哲也君
平成29年10月10日に、東証アローズ、日本橋周辺、綱町三井倶楽部見学
を親睦委員会と合同で行う事ができました。
平成30年6月23日には士業の会員による無料相談会を実施する予定で
す。一年間のご協力有難うございました。

【社会奉仕委員会】　委員長 畑中雄太君
社会奉仕委員会の活動報告を致します。平成29年8月6日（日）の鮎祭り
翌日の早朝清掃、平成30年5月27日（日）第9回県央相模川サミット六市町
村合同クリーンキャンペーンを行ない、多くの会員の方にご参加いただ
きました。共に綺麗で住み良い本厚木にするための奉仕活動として厚木
ＲＣも貢献出来たのではないかと考えております。お忙しい中ご参加い
ただきました皆様、ご協力誠にありがとうございました。
また12月には「疾病予防と治療月間」として卓話を担当させていただき
ました。私個人としましては、社会奉仕委員を担当させていただいたこと
で奉仕について学ぶ機会となり、とても良い経験をさせていただきまし
た。

【新生代奉仕委員会】　委員長 髙橋伸一郎君
昨年4月に松田町の立花学園で委員会、今年5月に厚木及川球場にて
ティーボール大会にて、青少年に対しロータリーの役割をみせることが
出来ました。今後、青少年が成人し、ロータリーに関心を持ってもらうこ
とが重要な課題であると考えております。
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出席報告　＜会員 43 名、出席対象 40 名＞

5 月 29 日例会　　確定出席率 89.74％ 6 月 12 日例会　　出席 35 名　欠席 5名　出席率 87.50％
＜欠席＞
　今井銀河君・内山全浩君・中和信治君・前田賢一君
　芳澤　渉君

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 壽永純昭君
会員各位のご理解ご協力をいただき、財団・米山とも例年並みのご寄
付を達成できました。次年度にも更なるご寄付へのご協力をお願いしま
す。

【ロータリー財団委員会】　委員長 本多正彦君
募金目標は総括委員長の総括の通りです。御協力有難うございました。
H29年11月のR財団月間には地区の中村眞英氏（補助金等委員長）に御
講和をいただきました。（補助金活用を主にお願いしましたが）
5月12日（土）のティーボール大会が盛大に行われました。財団補助金の
活用をこれからも進めていただきたい。
財団の6つの重点分野は、卓話の割付けが行われてますが、テーマが身
近でないため不調でした。プログラム作成時に御検討いただきたい。

【米山奨学委員会】　委員長 丸田隆弘君
米山奨学委員会よりご報告です。
当委員会は、近藤憲司副委員長とともに米山記念奨学会への寄付金の
募集・集金事業に努めてまいりましたところ、皆様の多大なるご支援・
ご協力のおかげで、本年度は92万円の寄付金が集まり、目標を達成してお
ります。会員皆様に厚く御礼申し上げます。
また昨年10月には、当クラブの受入れ奨学生であるルイ・ツ・リンさ
んによる卓話を行ないました。ルイさんの日頃の研究内容や人柄がわか
る内容であり、親交を深める機会になったのではないかと考えておりま
す。以上が本年度の当委員会の事業報告になります。




