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イマジン ロータリー

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
　中和信治君（30日）

＊会員誕生日
　本多正彦君（30日）

＊配偶者誕生日
　相田　洋君
　（睦美夫人30日）

＊入会記念日
　本多正彦君（S62.1.27）

第3007回例会（1月17日）☆司会　畑中雄太 副SAA

今日の例会（2023年 1月24日）

「未定」
担当：クラブ研修リーダー 柳田純昭君

講師：常磐重雄君

次回の例会（2023年 1月31日）

「世界書店紀行Part2 イギリス編」
担当：石村哲也君

点鐘　…和田勝美会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

辻　彰彦様（大和中RC）

会長のことば

皆様、こんにちは。１月１１日、４クラブ合同賀詞
交歓会は会員の皆様の事前の準備と当日の適格な運
営で、無事に開催する事ができました。厚木ロータ
リークラブの設営は非常にしっかりしていると他ク
ラブの会長幹事からも言葉をいただいております。
ありがとうございました。また、日常ではコロナウイ
ルス感染症による死亡者の増加や後遺症の問題も報
道されています。引き続き注意をしながら活動して
いただきたいと思います。

米山尚登さん。近年は出席が非常に少なかったの
ですが昨年１２月に１２月末日をもっての退会届が

提出されました。電話でお話を伺ったところ仕事が
非常に忙しくて時間に余裕がなく、またコロナウイ
ルスへの感染が許されない立場にあり、ウイルス感
染症の収束が見通せない現状から各種会合への出席
予定がなく、退会を決意したとのことです。退会につ
いては届けを受理した時点で有効とみなされますの
で、理事役員会に報告をし残念ですが退会の手続き
をいたしました。また髙橋伸一郎会員からは「出席義
務規定の免除」申請がなされました。病気の療養が継
続中で療養日が毎週火曜日になったことで出席が
できないとのこと、数か月の療養後にはまた出席を
したいとの申し出がありましたので、理事役員会で
審議をして、本年１月１日から６月３０日までの期
間を出席義務規定を免除する決定をいたしました。
これは休会や出席の免除ではありませんので、都合
がつくときには出席お願いしますとお伝えをしまし
た。皆様にご承知おきいただきたく、よろしくお願い
いたします。

２月１４日の例会は高橋伸一郎会員の卓話を予定
していましたが、高橋会員が療養中で欠席のため、今
年７月に入会されて卓話が予定されていなかった内
田会員に急遽、卓話をお願いいたしました。すでにク
ラブ会報・IT委員会の副委員長として活躍していた
だいている内田会員ですがあらためて自己紹介を含
めた卓話をしていただけたらと期待しています。

そして本日はクラブ協議会です。各委員長、総括委
員長の皆様、前期の振り返りと後期の活動について
発表をお願いいたします。



会長報告

◎ガバナー事務所　より
・「木曜ICTでしょう！」（オンライン勉強会）開催

のご案内
・第2回新会員の集い開催のご案内

2023年2月18日（土）17時30分～ 藤沢ミナパーク
◎ＩＭ実行委員会　より

・IM　受付のお願い
◎ロータリー米山記念奨学会　より

・ハイライトよねやま　Ｖｏｌ．２７４
・2022-23年度下期普通寄付金のお願い

委員会報告

◎雑誌・広報・年史委員会 金井良雄君
ロータリーの友紹介

◎スマイル・出席・プログラム委員会
各お祝い

スマイル

辻　彰彦様（大和中RC）
みな様こんにちは！ご無沙汰しております。本日は
2月11日（土）のIMのキャラバンとして参上いたしま
した。何卒よろしくお願い申し上げます。

和田勝美会長・前島憲司幹事
大和中RC辻彰彦様、当クラブの例会に来てくださり
ありがとうございます。IMの紹介お願いします。
先日の賀詞交歓会のご協力、ご出席ありがとうござ
いました。皆様のお蔭様をもちまして無事終了する
ことができました。

難波有三君
先週の4クラブ合同賀詞交歓会に家族の事情で急きょ
欠席してしまい、皆様にご迷惑をおかけしました。今
年も失礼があると思いますがおゆるし下さい。

髙橋　宏君
明けましておめでとうございます。入会記念・結婚
記念のお祝いありがとうございます。本年もよろし
くお願い致します。

会田義明君
本日は入会記念のお祝いありがとうございました。

西迫　哲君
今年初の自クラブの例会ですね。今年もよろしくお
願いします。

滝澤　勇君
入会祝いをありがとうございます。

畑中雄太君
先日の4クラブ合同賀詞交歓会は皆様お疲れ様でし
た。特に事前打合せさせていただきました和田会長、
前島幹事、前田会員有りがとうございました。分刻み
のタイムスケジュール作成いただき大変助かりまし
たのでお礼のスマイルをします。

中和信治君
誕生日のお祝いありがとうございます。早くも50才
にリーチとなりました。

黄金井陽介君
誕生日のお祝いありがとうございます。本日早退さ
せて頂きます。

金井良雄君
所用の為、早退させていただきます。

愛宕淳志君
新年賀詞交歓会は受付業務をお手伝いできず申し訳
ありませんでした。忘れていた訳ではありませんの
で念のため。

今日のお花

カスミソウ（畑中雄太君）
日本水仙（建部卓也君）



例会「クラブ協議会」

担当：和田勝美会長

【クラブ管理運営委員会】　総括委員長 小林　透君
会員皆様のご協力と委員会員の活動により積極的なクラブ奉仕活動

が出来ております。特に3年ぶりに開催出来た忘年親睦例会は家族の皆
様にも参加していただき親睦委員会らしい活動が出来ました。ご苦労
さまです。

【会場監督】　副SAA 畑中雄太君
会場監督（ＳＡＡ）の報告を副ＳＡＡの畑中が行ないます。
事業計画書Ｐ２２にある６項目のうちの「１、スムーズな例会の進

行」については予定時間を経過してしまう会が何度かありましたので
修正していきたいと考えております。

その他の項目については一定程度問題なく進めることが出来ている
判断しておりますが、何かございましたらご教授の程宜しくお願い致
します。

今後の課題として、現在１名体制となっており会場設営や例会進行
において非常に厳しい現状となっております。会場設営においては昼
食配膳も行なっており次年度以降も引き続き行うのか協議が必要と考
えます。

【クラブ財政委員会】　委員長 前田賢一君
半年が経過し順調に進んでおります。会員の皆様には会費の納入も

速やかに行なって頂きましてありがとうございます。残り半年、そして
一年の締めまでしっかりと務めて参ります。宜しくお願い致します。

【スマイル・出席・プログラム委員会】　委員長 建部卓也君
お祝いやスマイルに関しては、皆様のご協力のお陰で順調に進める

ことが出来ています。特に、スマイル発表を各月の担当委員の方に快く
お請けしていただいています。

後半は、「出席率」について自分に何ができるかを考え、運営していき
ます。よろしくお願いいたします。

【親睦活動委員会】　委員長 黄金井陽介君
2022年度前半の報告ですが、コロナ前までは例年実施しておりまし

た夏の親睦移動例会については本年度もコロナの感染拡大の影響で中
止といたしました。ただ、１２月の忘年親睦例会では皆様もご協力もあ
りまして、３年ぶりにご家族をおよびしての親睦例会を開催すること
ができました。

親睦委員会の目標でもありました会員相互や会員のご家族との親睦
を深め、信頼できる仲間づくりの一助となりたいという点について、
しっかりと役割を果たせたかと感じております。

残りは４月に親睦移動例会がございます。ここもしっかりと見極め
ながら準備をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。



【公共イメージ委員会】　総括委員長 西迫　哲君
１、地域社会への広報
２、他クラブ・ロータリアンへの広報
３、自クラブ内への広報
上記３方向へ向けて週報をインターネットの自クラブサイトに毎週

週報を掲載する形で広報しています。

【クラブ会報・IT委員会】　委員長 西迫　哲君
クラブ会報についてはNTTの内田会員のご協力をいただきながら紙

面の充実をはかり行っています。

【雑誌・広報・年史委員会】　委員長 金井良雄君
ロータリーの友発刊時に金井会員より内容をまとめ報告することに

より会員の興味を高めてロータリアンの3大義務の一つである雑誌の
購読を促しています。

【クラブ研修委員会】　委員長 柳田純昭君
７月のクラブフォーラムでは、コロナ禍で制約もあり十分とは言え

ませんでしたが、「みんなで考えようクラブの奉仕活動」をテーマに５
つのグループに分かれ、ディスカッションを行い、我がクラブの奉仕に
ついて考えました。

入会３年未満の会員と歴代会長との打ち解けた懇談を通し、ロータ
リーの理解につなげていく、恒例の炉辺会談を２月に開催する予定です。

【会員増強委員会】　総括委員長 会田義明君
新年度がスタートし半年が経過致しました。振り返りますとやはりま

だ新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、思うように活動が出来
ていない状況で会員拡大についても進んでいないのが現状であります。
しかしながら各委員会のみなさんのご努力もあって工夫を凝らしなが
ら少しずつではありますが元に戻りつつあると感じております。

来週の例会ではクラブ研修委員会によるクラブフォーラムが予定さ
れております。そこにおいてみなさんにはロータリークラブについて
再確認をしていただくと同時に会員拡大の大切さを再認識し、今後の
クラブ活動につなげていただきたいと思います。残り半年になります
が引き続き新しい会員の情報・ご紹介につきましてご協力いただきま
すようお願い致します。

【会員選考・職業分類委員会】　委員長 西蔦洋一君
P.29をご覧ください。

（会員選考）
　入会者がいないので現在休業状態です。

（職業分類）
　職業分類表の未充填を埋め、会員増強を図りたいのでお目通しを
　お願いします。



【会員増強委員会】　委員長 黄金井康巳君
コロナ禍により、会員増強には困難な環境が続いています。5年後10

年後の厚木ロータリーの未来を見据え、地元の若手企業経営者を中心
に、人材を発掘していただきたいと思います。

今期の純増は未だに0人ですので、各会員 日頃のお付き合いの中で、
1名の方を思い浮かべていただき、ご推薦いただきますようお願いいた
します。場合により、交流のある複数の会員でのお声掛けをいただけれ
ば幸いです。

残り半年、会員皆様のご協力をお願いいたします。

【奉仕プロジェクト委員会】　総括委員長 難波有三君
・プロジェクト委員会として、今年度、４部門の連携をはかりながら、

事業を進めていく。
・１２月１０日に開催された、地区研修会に和田会長と共に出席。
・２月の奉仕プロジェクト委員会担当の卓話では、厚木市教育委員会

の担当者に、例会へ出席いただき、厚木市内の小・中学校へ通う子ど
も達の現状と課題についてお話いただき、奉仕委員会としての支援
方法を探る。

【職業奉仕委員会】　委員長 早嵜慶一郎君
・各会員が、自身の職業を通して奉仕活動を実践して頂いている。今後

も、より良い地域社会のために、活動をお願いしたい。
・年度計画書に予定されている、事業所見学は、コロナの終息をもう少

し見極めた上で、計画を進めたい。

【社会奉仕委員会】　委員長 石村哲也君
コロナ禍の現在、緩和されてきたとはいえ例年どうりの奉仕活動が、

ままならない現状ではありますが
11月5日あつぎ鮎祭りの翌日、早朝清掃に会員の皆様の積極的な参加

ありがとうございました。
また5月には、相模川三川合流点クリーンキャンペーンが予定されて

いますのでご協力をお願い致します。

【国際奉仕委員会】　委員長 鈴木茂男君
「国際奉仕の役割」として人々の生活の質の向上と平和で紛争のない

住みやすい環境を作り上げていく事が目標です。今年前期の委員会活
動では現実的、実践的な成果はありませんでしたが今後も国際奉仕へ
の相互関心を高めていきたいと思います。2月7日の卓話「カラダ快活
講座」は直接的な関連するテーマではないですが　 ま゙ず健康で快活な
生活が基盤 な゙のでテーマに選びました。よろしくお願いいたします。



出席報告　＜会員39名、出席対象33名＞

12 月 20 日例会　　確定出席率 80.00％ 1 月 17 日例会　　出席 31 名　欠席 5 名　出席率 93.94％
＜事前メイク＞
　内田幸宏君（1月17日／厚木県央RC）
　常磐重雄君（1月13日／地区）
＜欠席＞
　今井銀河君・早嵜慶一郎君

【ロータリー財団委員会】　総括委員長・委員長 栗原良幸君
ロータリーの活動は「奉仕」と「寄付」が大きな2本柱です。
今年度の寄付金額は、半期を終えて、年会費で納めていただいた寄付は

目標を達成いたしました。しかし、特別寄付につきましては、大口のご寄
付をいただいた会員の方もおられますが、まだ目標に達していません。

特に、ロータリー財団の寄付につきましては、円相場が大きく円安に動
いたことも影響しています。後半に向けて、特段のご協力を宜しくお願い
申し上げます。

なお、米山奨学委員会につきましては、滝澤委員長よりご報告いただき
ます。

【米山奨学委員会】　委員長 滝澤　勇君
米山記念奨学事業は、日本での勉学・研究を志して、日本の大学・大学

院で学ぶ外国人留学生を対象に、奨学金を支給し支援する国際奨学事業
です。この事業は、ロータリアンの寄付によって支えられており、皆様に
寄付をお願いしている次第です。

今年度、厚木ロータリークラブの米山奨学生の受け入れはありません
が、昨年度までは数年間、毎年奨学生を受け入れてきました。来年度以降、
再び米山奨学生を受け入れることがあると思いますので、引き続き米山
奨学事業にご理解とご協力をお願い致します。


