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髙 橋　　浩
滝 澤　　勇
鈴 木 茂 男
前 島 憲 司
小 林 秀 男

2018～2019　国際ロータリー会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう

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。」

＊入会記念日
　会田義明君（H19.1.23）
　本多正彦君（S62.1.27）

点鐘　…髙橋　浩会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介

三井住友信託銀行 厚木支店長
高橋朋浩様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・社会・国際奉仕　卓話者派遣について(ご案内)
・青少年プログラム海外派遣実態調査ご協力のお

願い
◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より

・2018年度下期普通寄付のお願い

スマイル

髙橋　浩会長・鈴木茂男幹事
新年お目出とうございます。例会場での本年初めて
の例会です。あと半年よろしくお願いいたします。三
井住友信託銀行厚木支店長 高橋朋浩様、ゲストよう

こそいらっしゃいました。

小林　透君
明けましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いします。

髙橋　宏君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。とりあ
えずまだ仲良くしてもらってます。本日所用の為、早
退いたします。

西迫　哲君
新年明けましておめでとうございます。今年も皆様
のご指導の程宜しくお願い致します。三井住友信託
銀行の高橋さんようこそお越し下さいました。宜し
くお願い致します。

栗原良幸君
12月18日の忘年親睦例会には多数の会員、ご家族の
皆様の参加をいただき、有難うございました。無事に
終わりホットしています。

森住　等君
常磐先生、髙橋先生、先週は楽しい時間をありがとう
ございました。又、楽しい時間をください。
PS, 他の参加してくださったみなさん、ありがとう
ございました。

黒栁告芳君
12月の忘年移動例会の親睦委員会ご苦労様会に無断
で参加し、はしゃぎ過ぎ、ご迷惑をおかけし失礼しま
した。お詫びと反省のスマイル致します。

近藤憲司君
体調不良により4クラブ合同賀詞交歓会を急きょ欠
席し、大変申し訳ございませんでした。本年もよろし

第2822回例会（1月15日）☆司会　今井銀河会員

今日の例会（2019 年 1 月 22 日）

「クラブフォーラム」
担当：クラブ研修リーダー 柳田純昭君

次回の例会（2019 年 1 月 29 日）

「ＩＴによる働き方改革」
担当：小林秀男君
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くお願い致します。

高橋孝道君
誕生日のお祝いありがとうございました。ちょうど
本日誕生日を迎えました。40代最後の1年を充実し
たものと出来るよう、頑張りたいと思います。

今日のお花

カーネーション（髙橋　浩会長）
白梅（壽永純昭君）

理事役員会 議事録

日時：2019年1月15日（火）　13：40
会場：厚木商工会議所　302号室
1．会長挨拶    髙橋　浩 会長

2．例会行事
1月度例会　　理事役員会例会後(1月15日13：40分302号室)
1日(火) 休　会

10日(火) 4クラブ合同賀詞交歓会（ホスト：厚木RC） 髙橋　浩 会長
15日(火) クラブ協議会   髙橋　浩 会長
22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
29日(火) 卓話   小林秀男 会員

2月度例会　　理事役員会例会後（2月5日13：40分302号室）
3 ／ 5移動例会のため　理事役員会例会後（2月26日13：40分302号室）
5日(火) 卓話   西迫　哲 会員

12日(火) 平和と紛争予防/紛争解決月間   丸田隆弘 国際奉仕委員長
19日(火) 卓話   今井銀河 会員
26日(火) 卓話   早嵜慶一郎 会員

3．議題
①例会行事について
②「2/10 第6グループIM」
　1,地域貢献発表原稿提出　2,じゃんけん大会賞品準備　3,米山奨学生の参加について
③2/12卓話　地区　小野委員長　予定卓話者
④厚木もみじライオンズクラブ6/8骨髄バンクチャリティーコンサートPR訪問
　検討依頼2/19以降日程で調整
⑤3/22,23新会員研修会の参加者再度の参加確認
⑥賀詞交歓会についての振り返り等々
その他
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例会 「クラブ協議会」

担当：髙橋　浩会長

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 前田賢一君　副委員長 会田義明君
クラブ管理運営委員会は、「会場監督」「クラブ財政」「スマイル・出席・

プログラム委員会」「親睦活動委員会」の4つの委員会で構成されておりま
す。毎回の例会には、委員長を中心に、万全の準備の下、会員皆様のご協力
もあり、順調に運営されております。誠にありがとうございます。残り半
年、緊張感を忘れず、毎回の例会に臨んで参りたいと思いますので、引き
続き宜しくお願い申し上げます。

ここで、皆様にお願いがございます。地区活動方針にあります、ウェブ
サイト「マイロータリー」の登録のお願いです。

我がクラブは、会員数43名に対し登録済の会員は20名弱で、約40％に
なります。マイロータリーにログインしますと、会員専用のコンテンツで
ロータリーに役に立つ情報が満載です。また、ご自分のプロフィールも
閲覧できます。はじめの登録がご面倒な方はサポートをさせて頂きます。
ウェブサイト「マイロータリー」を活用する会員増加に努めて参りたいと
思いますので、可能な会員の皆様には登録と普及、活用のご協力をお願い
申し上げます。以上でございます。

【会場監督】　SAA 会田義明君
新年度がスタートして半年が経ちましたが、ＳＡＡとして年度計画書

に掲げた事項につきまして遂行できたか報告致します。
１．スムーズな例会の進行について
２．ゲスト・ビジターの歓迎について
３．食事と歓談について
４．卓話の時間について
５．席替えについて
６．花の例会について
いずれの項目につきましても、ほぼ順調に遂行できていると判断して

おります。残りの半年につきましても石村副委員長と協力しながらしっ
かりと進めて参りますので、引き続きみなさんのご協力をよろしくお願
いします。

【親睦活動委員会】　委員長 栗原良幸君
8月の納涼親睦例会、10月の職業奉仕との合同親睦例会そして12月の

忘年例会と大きな行事を何とか乗り切ることが出来ました。多数の会員
やご家族の皆様にご参加頂き感謝申し上げます。また、畑中副委員長を始
め委員の皆様にお手伝い頂き改めて感謝申し上げます。6月迄での残り
の期間も必要に応じて活動してまいりますので、ご協力を宜しくお願い
申し上げます。

【クラブ財政委員会】　副委員長 飛鳥田功君
上期の会計報告をさせて頂きます。
スマイルの12月末残高は387,000円です。
一般会計の残高も70万円程度あり共に順調だと思われます。
下期も宜しくお願い致します。
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【クラブ会報・IT委員会】　委員長 小林秀男君
卓話原稿の提出等、会員皆様のご協力により、計画通り週報を発行する

ことができました。
今後も例会内容の正確な周知を徹底して参ります。
また公共イメージの向上と他クラブへの情報共有に向けて「ロータ

リーの友」への投稿を２回実施致しました。今後も定期的な投稿を継続し
て参ります。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 和田勝美君
「ロータリーの友」の歴史と内容を紹介し、厚木ロータリークラブと会

員各位の活動に役立つようにつとめています。

【会員増強委員会】　総括委員長 小林　透君
クラブ研修、会員選考・職業分類、会員増強、各委員会共に順調に活動

してもらっております。残る半年間も会員皆様のご協力をお願いいたし
ます。

【クラブ研修委員会】　副委員長 常磐重雄君
クラブ研修委員会は、クラブの活性化と新入会員へのフォローを目的

とする委員会です。クラブの活性化としては年2回、7月と1月にクラブ
フォーラムを、新入会員へのフォローとしては2月に炉辺会談を実施致し
ます。又、今年度地区新入会員の集い3/22 ～ 23にかけて行われます。私

（常磐）が地区の委員として出席致しますので、ふるってご参加下さい。

【クラブ広報委員会】　総括委員長 壽永純昭君
RI戦略計画の重点項目「公共イメージと認知度の向上」の啓蒙に委員一

丸となって活動しております。（会報の充実・友と月信への投稿等）あと
半年さらなる努力につとめてまいります。くわしくは、各委員長より報告
致します。
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【会員増強委員会】　委員長 髙橋　宏君
純増2名の目標に対して、金井さん、福原さんをお迎えして41名スター

トから43名となりました。皆様御協力ありがとうございました。あと半年
ありますので、是非とも御協力をお願い致します。

【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 黄金井康巳君
奉仕プロジェクト委員会 総括委員長の黄金井です。
本委員会は、職業奉仕、社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の4部門の奉仕

活動を通じて、地域貢献、社会貢献に寄与して参ります。
各部門の活動報告につきましては、各委員長さんよりご報告をお願い

いたしますが、これらの各奉仕活動を通じ、地域の皆様にロータリー活動
へのご理解をいただき、会員増強に繋げて参りたいと思います。

引き続き、会員皆様の各奉仕活動へのご協力をよろしくお願いいたし
ます。

【職業奉仕委員会】　委員長 黒栁告芳君（代読 鈴木茂男君）
職業奉仕委員会は8月7日の理事、役員会での報告、承認を得て親睦活動

委員会と共同で10月16日に株式会社明輝と大久保歯車工業株式会社さん
の工場見学を実施しました。

明輝ではトヨタレキサスのフロントグリルの成形品などを見て、大久
保歯車さんでは工場見学はもとより社員さんが常に携帯をしている会社
の基本理念などの貴重な情報をいただき勉強になりました。

その後、相模原に移動し、親睦活動栗原委員長が手配してくださったレ
ストランにて懇親会を開催いたしました。

会長、幹事、親睦活動委員長と当日ご参加を頂きました会員皆様に感謝
申し上げます。有難うございました。

【社会奉仕委員会】　委員長 中和信治君
毎年夏に開催させていただいています厚木あゆ祭り後の早朝清掃開催

多くの会員の皆様に参加いただき大変ありがとうございました。
引き継き社会奉仕活動にご協力をお願いいたします。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 山口巖雄君
「会員選考」「職業分類」
入会候補者の選考については、推薦者の意向を尊重し、入会候補者の人

格、社会的評価、奉仕、についての意向理解はどうか？地域社会との融合
性はどうか？

毎週の例会に出席出来るかどうか?等々を検討して結果報告は総括委
員長を通して会長に報告致します。と事業計画書に記載のとおり実施し
今期は6名選考し入会いたしました。
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出席報告　＜会員 42 名、出席対象 38 名＞

12 月 18 日例会　　確定出席率 89.74％ 1 月 15 日例会　　出席 28 名　欠席 15 名　出席率 73.68％
＜事後メイク＞
　建部卓也君（12月19日／厚木中RC）

＜事前メイク＞
　早嵜慶一郎君（1月9日／厚木中RC）
＜欠席＞
　市川信也君・内山全浩君・黒栁告芳君・黄金井陽介君
　髙橋伸一郎君・中和信治君・前田賢一君・丸田隆弘君
　芳澤　渉君・米山尚登君

【ロータリー財団委員会】　総括委員長 西嶌洋一君
私の担当は事業計画書の36ページを開いていただけると分かります

が、ロータリー財団と米山奨学の二部門となっております。あくまでこの
二部門は皆様の自発的寄付によってこの事業が成り立っておりますが、
お忘れの方もおられると思いますのであと半年ありますが奮ってのご協
力をお願いする次第です。ロータリー財団と米山奨学の目標額等の報告
は各委員長さんにお願い致します。

【ロータリー財団委員会】　委員長 森住　等君
本年度ロータリー財団委員会の進行状況ですが、担当例会は11月13日

地区副委員長の富田桂司氏をお迎えし、財団の必要性を教えて頂き、特に
使い方（配分）などの説明していただきました。

寄付の目標ですが、ポリオに関しては、達成率を超えましたが、年次寄
付・恒久基金に関しては、今少しのところまで来ました。これからもご協
力のほどよろしくお願いいたします。

【米山奨学委員会】　委員長 前島憲司君
10月2日に米山月間卓話を実施させていただきました。また、寄付のご

協力ありがとうございます。まだご寄付をいただいていない方もいらっ
しゃいますが是非お願いします。

【新世代奉仕委員会】　委員長 建部卓也君
新世代奉仕委員会では、今年度の厚木ロータリークラブ会長杯ティー

ボール大会に向けて準備を進めております。開催日が、4月20日（土）（予
備日5月11日（土））に決定したところでございます。詳細決まり次第ご連
絡いたしますが、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。




