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  -本日のプログラム -  

☆ガバナー公式訪問  

ＲＩ第 2780 地区ガバナー 田中賢三様☆ 

-会 長 報 告 -  
○ガバナー事務所より 
・「職業奉仕月間」卓話者派遣について 
・クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内 

   11月 18日（水）14:00～藤沢商工会館ミナパーク 
・2018-2019年度ガバナーノミニー選出の件 
・2014-2015年度地区資金会計報告送付の件 
・2015-2016年度地区大会 

   渡辺年度入会「新会員同窓会」のご案内 
○厚木市制 60周年記念事業実行委員会より 
 ・「大相撲厚木場所」開催祝賀会について（御案内） 
○厚木市危機管理部セーフコミュニティ推進課より 
 ・セーフコミュニティ―再認証式典・祝賀会のご案内 

 が届いております。   

-幹 事 報 告 -  
○例会変更 

・海老名 RC 

 10 月 12 日（月）→法定休日により休会 

 10 月 26 日（月）→10 月 25 日移動例会 

    えびな健康マラソン 場所：海老名駅西口中心広場 

              集合時間：午前 6 時 30 分 

○週報 

 ・座間 RC 

                 が届いております。  

―ゲストビジターの紹介― 

ＲＩ第 2780 地区ガ

バナー田中賢三様，

ＲＩ第 2780 地区第

6Ｇガバナー補佐志村

昌様，ようこそいら

っしゃいました。 

御指導よろしくお願

い致します。 

 

 

 田中賢三ガバナーより，新入会員の五十嵐直

樹会員に対して，テーマバッジの贈呈が行われ

ました。 

  

  
                   

 
 
地区増強委員長の佐藤祐一郎様，ようこそい 

 

卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 
 

 

 

  -表  彰 -  

第 14 回ロータリー全国囲碁大会が 10 月

3 日（土）市ヶ谷の日本棋院で開催され，当

クラブの高橋孝太郎会員が 4 段クラスで見事

4 位に入賞されました。 

 田中賢三ガバナーから盾を授与されました。

来年はより上位を目指してください。 

 

 

-委 員 会 報 告 -  
［山口昇 奉仕プロジェクト委員会担当理事］ 

 １０月１１日（日）厚木中ＲＣ杯少年 

野球大会閉会式が行われます。閉会式前 

に親善試合が行われますので，１２時半 

に玉川球場集合でお願いします。 

 閉会式は 14 時開始予定です。 

 

 

 

 

［原田孝一 長期計画委員会委員長］ 

皆様のご協力を得まして，会員 45 名中

32 名のアンケートの回収ができました。今

後，アンケートを集計し，分析して理事会

に提出いたします。その上で，皆様のコン

センサスを得ながら長期計画を立案してい

きたいと考えております。 

 

-卓  話 -  
［ＲＩ第 2780 地区ガバナー 田中賢三様］ 

 

ガバナーの卓話は，軽妙なダジャレの連発

とテーマソングで始まりました。一瞬でも気

を抜くと，ダジャレが通り過ぎ て行ってし

まうようなスタートでした。 

 そして，貝原益軒の養生訓にならって，ガ

バナーが考案されたロータリー三楽を披露さ

れました。 

１ 例会と奉仕活動を楽しむ 

２ 健康でロータリーを楽しむ 

３ 長生きして長く久しくロータリーを楽し

む，というものでした。養生訓の三楽と比較してみてくださいね（つ

いでに孟子も…）。 

続いて，ガバナーの地区方針に沿って，以下のご指導がございまし

た。 

１ 会員増強が喫緊の課題である。Ｐｌａｎ Ｄｏ Ｃｈｅｃｋ Ａ

ｃｔｉｏｎ（ＰＤＣＡ）を常に念頭に置いて！ 
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２ 地区補助金にもチャレンジして欲しい。中野年度の飛び出しボー

イはとても素晴らしいもので，継続事業でも良いので地区補助金を

積極的に活用するように！ 

３ 財団・米山の寄付は良いところまで行っているが，あと一歩。シ

ュリンク（縮小）してしまうと，やりたいこともやれなくなってし

まう。シュリンクしないように維持することが重要である。 

４ 厚木中ＲＣの多くの会員に地区の委員として頑張ってもらってい

るが，より積極的に地区に出てきてほしい。 

５ クラブ活性化のためにもっと役に立つもっと面白いロータリーを

目指そう。「役に立たせる」ために積極的にロータリー活動・例会

に参加して，優れた人から学び，情報を得ることが重要。また「面

白くない」というのは面倒くさがって手も足も出さないから。参加

しない＝高みの見物で面白いわけがない。「運」は運ぶと書く。足

を運ばないと運が付かない。協力しないと面白いわけがない。 

６ 中核的価値観（奉仕，親睦，高潔性，多様性，リーダーシップ）

は，ロータリーの基本線であり原点である。スパイラル向上活動で

自分の人生を豊かにし，社会を豊かにする。地域を大切にし，良い

活動をしたら社会に知ってもらう。それがクラブの活性化にもつな

がるし，クラブのプライドにもなる。 

  例会終了後も懇談の時間を頂き，いろいろご指導を頂きました。 

  ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―ス マ イ ル― 
★ゲストのスマイル 

［田中賢三ＲＩ第 2780 地区ガバナー］ 

本日は，志村ガバナー補佐ともによろしくお願い致

します。皆様にお会いするのを楽しみにしておりま

した。 

［志村昌ＲＩ第 2780 地区第 6 グループガバナー補

佐］ 

本日は田中ガバナーの公式訪問に同行しました。一

日宜敷くお願い致します 

★クラブのスマイル 

［小島会長・佐々木副会長・城所会長エレクト・ 山本幹事・建部副

幹事］ 

田中ガバナー，志村ガバナー補佐，ようこそいらっしゃいました。

我がクラブへのご指導をよろしくお願いいたします。 

［山本道子会員］ 

 田中賢三ガバナー，志村昌ガバナー補佐，どうぞよろしくお願いし

ます。本日のガバナー公式訪問がつつがなくお開きになることを祈念

してスマイル！申し分ない秋晴れです。 

 

［山口光正会員，鈴木八四郎会員，西村弘司会員，原田孝一会員，笹

生誠会員］ 

 本日は，田中ガバナー，志村ガバナー補佐，ようこそいらっしゃい

ました。本日はよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

［和田吉二会員］ 

 田中ガバナー，ようこそ。ご指導よろしくお願い致します。 

［川添勝憲会員］ 

 田中ガバナー，本日は宜しくお願い致します。また，山崎さん，先

日の米山記念館に行った時の写真ありがとうございます 

［ＳＡＡ中野正義会員］ 

田中賢三ガバナー，志村昌ガバナー補佐，本日は宜しくお願い致しま

す。今夜は新会員の五十嵐さんを囲む会です。皆で歓迎しましょう。 

［鈴木八四郎米山奨学担当理事，杉田泰繁会員，内田清会員，佐野良

人会員，加藤元英会員，藤川孝幸会員，佐藤光輝会員］ 

 先週，米山記念館視察につきまして，大勢の会員参加頂きありがと

うございました。なお，懇親会場のレンブラント御殿場において，小

松さんには多大なサービスとお土産を頂きありがとうございました。 

［高橋孝太郎会員］ 

 10 月 3 日市ヶ谷の日本棋院で開催されたロータリー囲碁全国大会

で入賞することができました。これが最後の参加になると思いますの

で幸いです。 

［山崎隆夫会員］ 

 10 月 3 日（土）東京市ヶ谷日本棋院でのロータリー全国囲碁大会

に参加。高橋孝太郎さんが 4 段クラスで 4 位に入賞。団体戦では入賞

できませんでしたが，囲碁を楽しみましたのでスマイルします。 

［小島正伸会員］ 

田中ガバナーようこそおいでくださいました。湘南ベルマーレではお

世話になっております。本日は宜しくお願いします。 

［石川弘子会員］ 

本日，所用のため早退させていただきます。大変申し訳ございません。 

 

―五十嵐直樹会員歓迎会― 
 

 

 
 
 
 
 

 

 10 月 7 日（水）18 時から「旬の郷」において，五十嵐会員の歓迎  

 会が行われました。（写真のほかに鈴木会員・星野会員が出席） 

 
―厚木中ＲＣ旗争奪秋季少年野球大会― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10/11＠玉川球場 親善試合で星野Ｊｒが大活躍でした。小松会

員の熱投１００球にもかかわらず、５：１６の大差で・・・・。 

（写真のほかに佐々木副会長、城所会長エレクトが観戦に） 

   
  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

10/14 18２１回 卓話例会 地区米山委員長小野良太郎様 米山記念奨学金委員会  

    45      ７ 

10/21 休会（地区大会振替） 20～21 日あゆコロ会津行   

10/25 1822 回 地区大会（茅ヶ崎市民文化会館） 会長  出 席 率 前々回修正出席率 

10/28 1823 回 クラブ協議会 地区大会報告 会長  

   86.36 ％    78.57 ％ 

11/4 1824 回 卓話例会 ロータリー財団委員会  

 


