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＝ 本日のプログラム ＝ 

☆ クラブ協議会 ☆ 

新年度会長方針発表  城所敏之 会長 

 

－ 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＝１０２円に変更 

・「地区ホームページリニューアル開発」のために委  

 員会解説のお知らせ 

・「寄付・認証ロータリークラブの手引き」 財団室 

 ニュース 

・青少年交換学生募集の件 

・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知ら 

 せ 

・危険ドラッグは毒だ!!・青少年交換派遣学生の募集  

 ポスター 

・2015-16 年度インターアクト海外研修報告書送付 

○ＲＩ日本事務局 より 

・2016 年規定審議会の決定に関する内容について 

○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より 

・世話クラブ補助費送金のご案内 

○厚木商工会議所 より 

・第 6 回厚木商工会議所ゴルフ大会開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2016.7.6 ＠レンブラントホテル厚木 

 平成 28 年 10 月 3 日（月）＠本厚木カンツリーク 

 ラブ    が届いております。 

－ 幹事報告 － 

 ○例会変更  

 ・厚木県央ＲＣ①７月２２日（金）→ ７月２３日  

 （土）移動例会 野球観戦（横浜スタジアム） 

  ②８月 １２日（金）→休会（定款第６条第１節

（Ｃ））         か届いております。 

－ 会員誕生 － 

千代川浩子会員「入会３回目の花

束をありがとうございます」とニ

ッコリ。 

❤今 年 度 新

登場のお祝い

プレート by

藤川委員長 

 

６月末で退会された高橋孝太郎さ

んは７月８日が誕生日。毎年、年

度初めに「今年も健康に留意して

頑張ります」とあいさつされてい

ました。もちろん今年も元気にご

挨拶されていました。 
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－ 前年度三役に記念品贈呈 － 

左から 

佐々木尚壽会員 

小島條太郎会員 

山本道子会員 

城所敏之会長 

    － 新入会員 － 

高橋孝太郎さんの後任として山口清様（左）が、また

湘南厚木病院黒木則光様（中央）が入会しました。 

 

   — ベネファクター認証 — 

晴れてベネファクターに!!なり

ホッとした表情のジョー直前会

長。 

※ベネファクターとは 1000 ドルの 

寄付をした方に贈られます。 

 

 

☆☆ 今年度活動方針 ☆☆ 

      会 長 城所 敏之 

 本年度の厚木中ロータリーク

ラブ活動計画は、「ロータリーは

学びの場」というコンセプトによ

り次の三つを柱にして立案しま

した。 

A—会員の自己研鑽・自己啓発（入りて学ぶ）・・・例

としてはロータリーの友を教材として読み解き、会員

同士で討論するなど。 

B—奉仕の実践（出でて奉仕）・・・職業倫理の向上と

汗をかく奉仕を実行する。  

C—フェローシップ（好意と友情・親睦）・・・まずは

出席すること、参加することにより、会員同士がコミ

ュニケーションをよくとること。 

これら三つの柱のもとで全会員が力を合わせて、共に  

 ロータリー活動が行えるように努めます。 

 

     － スマイル － 

【城所会長・齊藤会長エレクト・山口幹事・佐藤副幹

事】 

本日は本年度最初の例会です。城所会長から今年度の

方針を発表させていただきますのでよろしくお願い

します。本年度は会員の皆様が、来て良かったと思え

るような一年にしたいと思います。ご協力よろしくお

願いします。 

【佐々木尚壽会員】 

城所会長、山口昇幹事、新年度のスタートですね。１

年間のご活躍を祈念致します。がんばって下さい。 

【川添勝憲会員】 

城所会長、山口幹事、理事役員の方、一年間楽しい例

会宜しくお願いします。 

【飯田久夫会員・和田吉二会員】 

城所会長、山口幹事、一年間のご活躍を祈念いたしま

す。 

【建部 覚会員】 

城所・山口丸の出航の日に、新しいメンバーが乗船し、

二重のお祝いの感がいたします。城所さん、山口さん、

理事役員のみなさん、一年間よろしくお願いします。 

【内田 清会員】 

城所会長、山口幹事、１年間がんばって下さい。また、

山口清さん、ようこそ中クラブに。。。。。よろしくお願

いします。 

【中野正義会員】 

先日は松井岳也さんの激励送別会に多数ご参加いた

だきありがとうございました。新年度にあたり、城所

会長、山口幹事の船出です。素晴らしい一年になるよ

う皆で盛り上げましょう。 

【山本道子会員】 

城所会長、山口幹事、１年間よろしくお願いします。

無事の出航おめでとうございます。黒木様、山口様、

入会おめでとうございます。高橋孝太郎様、つづきは

メールで。。。。。。 

【笹生 誠会員・山口光正会員・西村弘司会員】 

本日は城所・山口丸の船出です。一年間よろしくお願

いいたします。 

 

 



＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝ 

ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com 

週報に関するご連絡先 event@atsugi-naka-rc.com 

 

【小島條太郎会員】 

前年度は会長をうけ、拙い能力ですが無事に１年を乗

り越えることができましたことを感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

【織原利久会員】 

新年度スタートですので。。。。。山崎さん、いつも写真

ありがとうございます。 

【小島正伸会員・西 厚夫会員・佐々木尚壽会員・出

口義勝会員】 

高橋さん、長い間本当にありがとうございました。こ

れからもよろしくお願い致します。また、後任の山口

さん、ご入会おめでとうございます。 

【山崎隆夫会員】 

高橋孝太郎さん、長年にわたりロータリー活動ありが

とうございました。今後とも身体に気を付けられ、厚

木中ロータリークラブをよろしくお願いします。 

【朝倉弘一会員】 

本日入会の黒木さんをよろしくお願い致します。黒木

さんは湘南厚木病院の外科の先生で、院長さんです。

よろしく・・・・。山崎さん、写真をありがとうござ

います。 

【杉田泰繁会員・山口光正会員】 

山口清さん、入会おめでとうございます。厚木中ロー

タリークラブの一員としてこれからよろしくお願い

します。高橋さん、長い間お世話になりました。健康

に留意されお過ごしください。 

【鈴木八四郎会員】 

城所会長・山口幹事ほか理事役員の皆様、本年度のス

タートにあたりお祝い申し上げます。城所船長、積荷

満載の船出、ご期待いたして居ります。 

本日は公用が有りまして、申し訳ありませんが早退さ

せて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三平治憲会員・西村弘司会員・藤川孝幸会員】 

山口清さん、黒木則光さん、ご入会おめでとうござい

ます。一緒にロータリーを楽しみましょう。高橋孝太

郎さん、長い間お疲れ様でした。ディズニー君、よう

こそ!! 

【千代川浩子会員】 

本日はお誕生祝いをしていただきましてどうもあり

がとうございます。今年もロータリーの皆様と楽しい

思い出を作りたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 

【チームＳＡＡ 原田孝一会員・石川弘子会員・千代

川浩子会員】 

今年度、ＳＡＡを担当させていただきます３名です。

城所会長・山口幹事のもと、和やかな中にも、規律正

しく円滑な例会運営を推進する所存です。会員皆様に

多大なる御協力をお願いする次第ですので、一年間何

卒よろしくお願い致します。 

【スマイル委員会・出席委員会 藤川孝幸会員】 

“城所丸”の船出、おめでとうございます。今年度ス

マイル・出席報告は、千代川、石川、飯田、織原、藤

川の５名をメインで行いますのでよろしくお願い致

します。また、奉仕事業充実のためにも沢山の幸せが

ありますように！ 千代川さん、高橋さん、お誕生日

おめでとうございます。 

【石川弘子会員】 

本日業務のため早退させていただきます。申し訳ござ

いません。 

【林 正博会員】 

城所新会長、おめでとうございます。黒木先生よろし

くお願いします。 

     ■本日のスマイル合計 39,000 円 

       ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

  —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 

7/13 1857 回 クラブ協議会 理事・役員活動方針発表 会    長  

    44 3 

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  

７/27 1859 回 卓話例会 規定審議会報告 中野会員 クラブ管理運営委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

8/ 3 1860 回 ロータリーの友紹介・クラブフォーラム クラブ広報委員会  

   92.68 ％     82.05 ％ 

8/10 1861 回 卓話例会 増強について 渡邊会員 クラブ管理運営委員会  


