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-本日のプログラム -  

☆クラブ協議会 年度末報告 

-会 長 報 告 -  
○ガバナー事務所 より 

・７月 ロータリーレート １ドル＝106 円 

・第２回次年度地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティング開

催のご案内 2016 年 7 月 9 日（土） 13：00～  

第一相澤ビル６階 

○社会福祉法人 紅梅会 より 

・紅梅あより 第 64 号 

○ＮＰＯ法人 かものはしプロジェクト より 

・2015 年 年次報告書 

が届いております。 

 -幹 事 報 告 -  
○例会変更等の連絡はありません。 
 

○その他 
・例会終了後に次年度理事・役員及び委員長会議を行いますので、

ご参加をお願いします。 

 

― 例 会 の 様 子 －  
【小島條太郎会長】 

 

最後の会長挨拶です。 

思い出に残る、有意義な

１年でした。 

皆様に感謝いたします。 

どうもありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

☆退会のご挨拶 
【松井岳也会員】 

新しい事業に挑戦することにな

り、どうしても時間が取れなくな

ったため、一度退会という形を取

らせていただくことになりました。 

会社員時代には知り合えなかっ

た、厚木市を代表される方々とお

知り合いになれ、町全体を見渡せ

るような感覚になりました。 

こちらの厚木中ロータリークラ

ブで学んだ事を活かすことができ

るよう、今後も頑張ります。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会員誕生 
【永田正博会員】 

横浜地方裁判所の監察医

が私だけになってしまい、

様々な事件を担当していて、

寝る時間もないほど、仕事

で忙しくしております。 

でも夜遊びはしたいです

ね。 

例会になかなか顔が出せ

ずにすみません。 

本日は、誕生祝いをあり

がとうございました。 

 

☆会長＆幹事 お疲れ様でした。 
【小島條太郎会長】 

 

国際大会に妻と一緒

に行ってから、家庭内

が良い雰囲気です。 

忙しい１年でしたの

で、これからは、夜の

外出は控えて、女房孝

行をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山本道子幹事】 

みなさま１年間ありが

とうございました。 

 15 年間のロータリーの

中で、我ながら我慢強い

性格なのだと気づいた１

年でした。今思う事は、

達成感よりも次年度の事

で頭がいっぱいです。今

朝は、カウンセラーを担

当する青少年交換留学生

のレイちゃんの夢を見ま

した。 

 クラブ管理運営委員担

当理事の兼任も重荷に感

じています。みなさまど

うぞご協力よろしくお願

いします。 
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☆クラブ協議会 報告 

【クラブ運営委員会理事 西村弘司会員】 

１年間、ご協力ありがとうございました。 

 

【親睦委員長 川添勝憲会員】 

家族親睦例会では、山口光正会員にすべて

準備していただき、ありがとうございました。  

また、色々な面で西村理事にお世話になり、

１年間を終えることができたと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｒ家族委員長 山崎隆夫会員】 

 

 

 来年の国際大会はアトランタです。 

 私は例年通り参加予定ですので、ぜひ

一緒に行きましょう。 

 行事を家族と共に一緒にするのは絆が

深まると思いますので、心がけてはいか

がでしょうか。 

 

【インターアクト委員長 笹生 誠会員】 

 ポリオ募金から始まり、年間計画は、計画

通り行うことができました。 

 

【会員増強委員長 山口光正会員】 

   

 

 

ここ１カ月ぐらいの間で、交代の方も

含め、４人の会員の入会が決まりました。

皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

【広報委員長 和田吉二会員】 

 具体的な活動は、毎週の週報の発行、ロータ

リーの友の紹介ですが、しっかりとできたと思

っています。 

ロータリーの友は月間テーマに合った方に紹

介をお願いしました。 

 

【副会長 佐々木尚壽会員】 

 

色々あった１年でしたが、大きな寛容の精神

を身に着け、お互いに協力しあっていくという

姿勢は崩したくありません。 

次年度も厚木中クラブへ皆様のお力を注いで

くださるようお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ＳＡＡ 中野正義会員、 

副ＳＡＡ 三平治憲会員 

副 SAA 小澤俊通会員 】 

                     

１年間、例会の進行を３名で

行ってきました。心配な事もあ

りましたが、小島丸の無事着岸、

良かったです。これからは城所

丸を皆さんで応援していきまし

ょう。 

 

※紙面の都合上、全部の方のお話を掲載できませんでした。申し訳あ

りません。 役員の方々、１年間本当にお疲れ様でした！！！ 

 

―ス マ イ ルー 
☆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・山口昇副

幹事】 

本日は今年度最終例会になります。 

１年間会員の皆様には多大なご協力をいただきましてありがとうご

ざいます。年度の締め括りの報告を、会長の小島より発表させていた

だきますので、よろしくお願いします。 

【小島條太郎会長】 

会員皆様のご協力とご理解のおかげで会長を１年務める事ができま

した。来月より平会員として立派なロータリアンになれるよう努力い

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

【ＳＡＡの３会員（中野会員・三平会員・小澤会員）】 

本年度ＳＡＡ、副ＳＡＡとして、例会運営に中野・三平・小澤の３

名で務めてまいりました。皆様の絶大なるご協力に感謝いたします。 

小島会長、山本幹事はじめ、理事役員のみなさま、たいへんお疲れ

様でした。次年度城所会長、山口幹事の舵取りで、創立 40 周年に向

かって、さらに活力のあるクラブに導いてください。期待しています。 

【川添勝憲会員】 

小島会長、山本幹事そして、理事役員の方々、 

１年間楽しい例会をありがとうございました。 

【和田吉二会員】 

小島会長、山本幹事、１年間ご苦労様でした。 

山崎さん、写真をありがとうございました。 

【朝倉弘一会員】 

山崎さん、先日のゴルフの写真をありがとうございました。 

小島会長、山本幹事、ご苦労様でした。 

【建部 覚会員】 

小島丸の無事の着岸を、お祝いいたします。 

年度途中で、操舵室から退室した幻の次年度幹事として、 

胸をなでおろしております。 

【織原利久会員、山口光正会員、西村弘司会員、藤川孝幸会員、 

 山崎隆夫会員】 

小島会長、山本幹事ほか理事役員のみなさま、 

１年間本当にお疲れ様でした。 

【五十嵐会員】 

條太郎さん、１年間お疲れ様でした。 

―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 

7/6 1856 回 クラブ協議会 会長方針発表 会  長 
45 ５ 

7/13 1857 回 クラブ協議会 理事役員委員長方針発表 会  長 

7/20 1858 回 卓話例会 （薬物について : 県警本部） クラブ管理運営委員会 出 席 率 前々回修正出席率 

7/27 1859 回 卓話例会（Ｒカー）、規定審議会セミナー報告 クラブ管理運営委員会 
87.50 ％ 80.00 ％ 

8/3 1860 回 ロータリーの友フォーラム 広報委員会 


