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＝ 本日のプログラム ＝ 

【ロータリーの友フォーラム】 

担当：小澤俊通 広報・雑誌委員長 

例会担当 SAA：中野正義 副 SAA 

出席・ｽﾏｲﾙ発表者 : 藤川孝幸 委員長 

 

－ 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より 

・ロータリー親睦活動月間 リソースのご案内 

・国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区 2017～2018 年度 

  地区大会親睦ゴルフコンペのご案内 

   平成 29 年 9 月 8 日（金）相模原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

   参加費 5,000 円 プレー費 17,000 円 

   申込締め切り ７月３１日（月） 

・米山学友会主催｢ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣のお知らせ 

   平成 29 年 7 月 16 日（日） 会費 3,000 円 

     11 時 小田急線「片瀬江ノ島駅」集合  

・17-18 年度全国ｲﾝﾀｰｱｸﾄ研究会 他 ご案内 

 

       － 幹事報告 － 

・厚木ＲＣ 

  ６月２７日（火）→  一年を顧みて 

１８：００点鐘 レンブラントホテル厚木 

・厚木県央ＲＣ 

  ６月２３日（金）→  年度末親睦夜間例会 

１８：３０点鐘  飯山温泉 元湯旅館 

・海老名ＲＣ 

  ６月２６日（月）→ 夜間例会 

１９：００点鐘  ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾃﾙ海老名 

   ６月３０日（金）→ 休会（定款第６条第１節（ｃ）  

        項により） 

・海老名欅ＲＣ 

  ６月２９日（木）→ 移動例会  

 

 

 

 

 

 

 

１８：００点鐘  奥湯河原温泉 青巒荘 

 

－ フォーラム － 

 今年度最後の「ロータリーの友フォ

ーラム」は「１０年後のロータリー 

は？」とのテーマで意見を述べて頂い 

た。 

 伊勢原平成ＲＣの中村様か 

らは、前日にご自身のクラブで

同じ話をされたとのこと。 

 厚木ＲＣの常磐会長エレク

トは「１０年後より、来年度

のことで頭がいっぱいです。」 

と正直な感想あり。 

 厚木ＲＣの森住様は「良いところを見つけながら、 

次の１０年も過ごしたい。」との意見あり。 

時間がなく、最後は会長・幹事からの発言で締めく

くられた。 

 

－ スマイル － 

☆ゲストのスマイル 

【伊勢原平成 RC 中山眞英 会員】 

厚木中 RC の皆様こんちは。伊勢原

平成 RC の中村です。本日は中野資

金推進委員長との引継でまいりま

した。よろしくお願い致します。 

 

【厚木 RC 常磐重雄・高橋 宏・森住 等 会員】 

本日は３人で参加させて

頂きます、よろしくお願

いします。 
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☆クラブのスマイル 

【城所 会長・齊藤 会長エレクト・山口昇 幹事・佐

藤 副幹事】 

 伊勢原平成 RC 中村眞英様、厚木 RC 常磐重雄様、

森住等様、高橋宏様、ようこそいらっしゃいました。

ごゆっくりお楽しみ下さい。本日はロータリーの友フ

ォーラムです。「友」をしっかり勉強しましょう。 

 

【和田吉二 会員】 

 厚木 RC 高橋さん、常磐さん、森住さん、ようこ

そ・・・。 例会をお楽しみ下さい。 

 

【小島條太郎・朝倉弘一 会員】 

 厚木 RC の次年度会長 常磐さん、高橋先生、森住

さん、ようこそ中 RC へ 

 夜のお仕事も多忙のようでご苦労さん。 これから

も元気で頑張って下さい。 

 

【中村昭夫 会員】 

 昨日はお世話になりました。厚木 RC 常磐様、森住

様、高橋様、本日は例会にお越し頂き、ありがとうご

ざいます。 

 

【小島正伸 会員】 

先日、皇居にて旭日双光章を授章しました。皆様に

色々配慮いただき、ありがとうございます。 

今後、建設業界の為、微力ではございますが、努力

したく思います。 

 

【西 厚夫・三平治憲・西村弘司 会員】 

中村様、常磐様、森住様、高橋様ようこそいらっし

ゃいました。ゆっくりしていって下さい。 

小島正伸様、旭日双光章の授章、誠におめでとうご

ざいます。 

 

【中野正義 会員】 

 厚木 RC 常磐さん、森住さん、高橋さん、伊勢原平

成 RC 中村さんようこそ。いつもお世話になります。

ごゆっくりして下さい。 

 小島正伸さん、この度の叙勲おめでとうございまし

た。 

 鈴木さん、井上さん、山本さん、西村さん、大変お

世話になりました。健康にご留意くださいませ。 

 

【鈴木八四郎・井上敏夫 会員】 

この度、一身上の都合で退会させていただくことに

なりました。これまでの皆様のご厚誼に感謝いたしま

す。 

 

【飯田久夫・三平治憲・藤川孝幸・内田清・和田吉二・

加藤元英・小澤俊通・中村昭夫 会員】 

鈴木さん、井上としおさん、ご卒業という事で、吃

驚しています。楽しいことがある時はお誘い下さい。 

こういう時の言葉は新しい旅立ちに激励ですが、何も

ありません。今後もよろしくお願いします。 

 

【川添勝憲 会員】 

今日は、所用の為早退させて頂きます。厚木ロータ

リーの方は例会をごゆっくり楽しんで下さい。 

   

・終わりに 

  「ロータリーの友」は、ロータリアンにとって大

切な“情報の宝庫”です。会員の皆さんが持ち帰っ

た後にもう一度ページを開いて頂ければ幸いです。 

・例会を欠席した会員は、ロータリアンの義務である

メイキャップを !!! 

 

 

■本日のスマイル合計 31,000 円 ご協力ありがとうございます。 

 

-次回例会スケジュール- 点鐘 12：30 会場 レンブラントホテル厚木 

《出 席 率》  会員数     45 名      欠席者数           12 名 

出席率 84.92％     前々回修正出席率 73.68％  

 

月/日 内   容 担  当 

6/14 1900 回 テーブルミーティング 会     長 

6/21 1901 回 年度末親睦例会 クラ管委・親睦活動委 

6/28 1902 回 クラブ協議会・年度報告 会 長 (６月度理事会) 

7/5 1903 回   

7/12 1904 回   


