
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
　三橋一皓君（10日）

＊結婚記念日
　森住　等君（11日）
　黒栁告芳君（13日）

点鐘　…滝澤　勇会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

RI第2780地区 2019-20年度第6グループ
ガバナー補佐 保田嘉雄様（大和田園RC）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・インターアクト一泊研修会ご参加のお願い

2020年3月28日（土）～ 29日（日）
・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き

受けについてのお願い
ｶﾞﾙﾃﾞｨ ﾏｶﾞﾙ, ﾖｹﾞﾝﾄﾞﾗ　　性別：男　国籍：ネ

パール
東京農業大学　修士　2020年４月 ～ 2021年

3月（期間：1年）

幹事報告

・青少年交換、財団奨学生　石塚　愛さんより
1月29日（水）7：45 ～ 8：00　ＮＨＫ　おはよ

う日本

チャイルド・ライフ・スペシャリストで紹介

スマイル

第6G AG 保田嘉雄様（大和田園RC）
本日はIMリハーサルでおじゃましました。今日がIM
前の最終の例会となります。ご協力よろしくお願い
いたします。

滝澤　勇会長・和田勝美幹事
髙羅真人さん、入会おめでとうございます。フレッ
シュな活躍を期待します。

滝澤　勇会長・和田勝美幹事
本日は第6グループ ガバナー補佐保田嘉雄様をおむ
かえして、IM前最終の例会です。最高の準備をして2
月9日をむかえたいと思います。皆様どうぞよろしく
お願いいたします。

黒栁告芳君
家内の誕生日のお祝いありがとうございます。

黒栁告芳君
結婚のお祝いありがとうございます。

会田義明君
入会記念のお祝いありがとうございました。

髙橋　浩君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。

常磐重雄君
髙羅さん、入会おめでとうございます。今後とも宜し
くお願いします。

西迫　哲君
髙羅さん、御入会おめでとうございます。一日も早く
火曜日のお昼が楽しみになることを期待していま
す。

第2871回例会（1月28日）☆司会　建部卓也 副SAA

今日の例会（2020年 2月9日）

「第6グループＩＭ」
担当：ＩＭ実行委員長 壽永純昭君

次回の例会（2020年 2月18日）

「未定」
担当：米山奨学生 ルイ・ツ・リンさん
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髙橋伸一郎君
月日の経過は早いもので昭和25年生まれ、今年で70
才の「古希」。15歳で東京オリンピックを経験して70
才で又、東京オリンピックが滞りなく開催されるこ
とを望んでいます。

市川信也君
会員誕生日のお祝有難うございます。

建部卓也君
結婚記念日のお祝ありがとうございました。確か
2002年2月2日でしたので、今年2020年2月2日！どう
しましょう？

中和信治君
事業所の開設ありがとうございます。設立して32年
目になります。又、誕生日のお祝いありがとうござい
ます。46才になりました。会社ともどもがんばって
行いますのでよろしくお願いします。

金井良雄君
先日の厚木ロータリーゴルフコンペでは、同伴者に
恵まれ優勝することができましたのでスマイルしま
す。

髙橋朋浩君
入会記念のお祝いありがとうございます。早いもの
で入会して1年となります。引続きよろしくお願いし
ます。あと、ゴルフコンペではブービーメーカーでし
た。次回頑張ります。

芳澤　渉君
旭化成ホームズ髙羅真人支店長ご入会誠におめでと
うございます。今後ともよろしくお願い致します。妻
の誕生日祝いありがとうございます。

前田賢一君
妻のお祝いをありがとうございます。嬉しいです。

森住　等君
結婚記念の品ありがとうございます。おかげさまで
34年になります。えっ！ 34年も。

今日のお花

花月（金のなる木）（滝澤　勇会長）
紅梅（壽永純昭君）

理事役員会議事録

日時：2020年1月28日（火）13：40 ～　会場：厚木商工会議所302号室
司会：和田幹事　出席者：10名
1．会長挨拶  滝澤会長

2．例会行事予定 滝澤会長
①2/9　  ＩＭ
②2/18　米山奨学生ルイ・ツ・リンさんの卓話に変更

3．議題
①IM準備状況   壽永IM実行委員長

・集合時間：役員10：00、会員10：30。移動例会開催。
・車イス参加者に配慮が必要。

②創立記念例会について
・18：30よりレンブラントホテルにて開催。卓話を本多会員にお願いする。
・山口巌雄会員と西嶌洋一両会員の喜寿を祝う会を兼ねる。

③会員増強について
・退会予定者1名確認、入会予定者2名承認。

④その他
・次年度米山奨学生のカウンセラーを、今年度4月から、柳田会員にお願いする。
・次回理事・役員会で、滝澤会長より「入会手続（案）」を提案する。
・石村会計委員長からの会計報告を承認。会計報告書を次回例会にて配布する。
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出席報告　＜会員40名、出席対象37名＞

1 月 14 日例会　　確定出席率 91.89％ 1 月 28 日例会　　出席 32 名　欠席 5 名　出席率 86.49％
＜欠席＞
　小林　透君・早嵜慶一郎君・福原譲二君・前島憲司君
　米山尚登君

例会　「IM準備状況確認」

担当：滝澤　勇会長
講師：IM実行委員長 壽永純昭君

第2780地区　第６グループ   　「「22002200イインンタターーシシテティィーー・・ミミーーテティィンンググ」」レレジジメメ（（案案））　　　   ホストクラブ：厚木RC
２０20年2月9日(日）　   　レンブラントホテル厚木

★★　　ススケケジジュューールル
時間 所要 進行 担当 備考
1100::0000 役員集合/打合せ ２階「アンシャンテ」

1100::3300 全会員集合

1111::3300 移移動動例例会会 挨拶/食事/打合せ
1122::0000 集合写真撮影 ２階「暁紅の間」壇上 ＊全員がたすき掛け

リハーサル

1133::0000 登録　受付 ２階 ＊手が空けば2階会場入口に並ぶ

1133::3300 2299 22階階「「暁暁紅紅のの間間」」
13:00 1 点鐘 保田AG ＊講師土産を壽永氏座席上へ

13:31 5 開会のことば 壽永ⅠＭ実行委員長

13:36 3 歌「国歌斉唱」 （ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰは無し）

13:39 3 歌「奉仕の理想」 黄金井（陽）ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

13:42 5 ガバナー補佐挨拶 保田AG

13:47 5 歓迎のことば 滝澤会長

13:52 3 ゲスト紹介 保田AG

13:55 5 ガバナー挨拶 杉岡Ｇ ＊壇上ゲストを壇下へ誘導

＊講師を会場へ誘導

1144::0000 110055

14:00 3 講師紹介 滝澤会長

14:03 99 特別講演 持松和弘氏（ACｼﾞｬﾊﾟﾝ）

15:42 3 謝辞 壽永ⅠＭ実行委員長 ＊謝辞の際、お土産寿永さんより渡す

＊講師を控室へ誘導

1155::4455 1155 ＊壇下ゲストを壇上へ誘導

15:45 1 次期AG紹介 保田AG（大和田園RC）

15:46 3 次期AG挨拶 辻　次期ＡＧ（大和中RC）

15:49 1 次期ホストＣ紹介 保田AG

15:50 3 次期ホストＣ挨拶 伊藤会長（大和ＲＣ）

15:53 3 閉会のことば 高橋宏ⅠM副実行委員長

15:56 1 点鐘 保田AG

15:57 3 諸事連絡 建部副ＳＡＡ

16:00 15 ≪移動・休憩≫ ＊「2階→3階」体制（右参照）

＊講師を会場へ誘導

1166::1155 110055 33階階　　「「相相模模のの間間」」

1166::1155 2200 ≪≪ミミーーテティィンンググ≫≫ 壽壽永永ⅠⅠＭＭ実実行行委委員員長長 懇親会

1166::3355 8855 ≪懇親会≫ ・着席

16:35 3 乾杯 黄金井(康)60ｔｈ実行委員長 ・コンパニオン20名

16:38 74 歓談・食事 ・料理は各卓に大皿

17:52 3 閉会のことば 黒栁　副会長

17:55 5 「手に手つないで」 黄金井（陽）ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

18:00 解散 ＊全員が会場出口に並ぶ

【【第第11部部】】「「開開会会式式」」　　＜＜司司会会：：西西迫迫＞＞

【【第第２２部部】】「「特特別別講講演演」」　　＜＜司司会会：：西西迫迫＞＞

【【第第３３部部】】「「閉閉会会式式」」　　＜＜司司会会：：西西迫迫＞＞

【【第第４４部部】】「「ミミーーテティィンンググ・・懇懇親親会会」」＜＜司司会会：：建建部部＞＞

新会員紹介

ふ り が な こうら　まこと
氏 名 高羅　真人君
生 年 月 日 昭和39年11月10日
事業所住所 厚木市中町 2-6-10　東武太朋ビル２Ｆ
推 薦 者 髙橋　宏君
勤 務 先 旭化成ホームズ㈱厚木支店 職業分類 建設業

退会者

髙橋　浩君


