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＝ 本日のプログラム ＝ 

クラブ協議会 年度報告 

担当 : 会長 

 

 

 

 

 

 
城所会長＆山口幹事、一年間ありがとうござい

ました。お疲れ様でした！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 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＝111 円 

○厚木市役所 より 

・第７１回あつぎ鮎まつり協賛金について（お願い） 

・第７１回あつぎ鮎まつり大花火大会に係る早朝清掃

への協力について 

清掃日時  

平成２９年８月６日（日）午前６時３０分開始 

  集合場所 本厚木北口広場 

  ※花火大会が６日に延期の場合は ７日（月） 

○ひろくんを救う会 より 

・国内で移植手術を受けられたことの報告 

               

              が届いております。 

      

      － 幹事報告 － 

報告事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度末で退会する山本会員、西村会員、柴田会員は在

籍１０年以上の記念品が贈られました。 
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－山本会員、西村会員、柴田会員 退会の挨拶 － 

 

この花束は、山谷洋子様（厚木商業高校ＩＡＣ顧問・ 

秦野名水ＲＣ）から贈られたものです。 

【柴田会員】 

平成 16 年から 13 年経ちました。

水曜は、定例会があり中々最後ま

で例会に出ることができず、役に

も就けず心苦しく思っておりま

した。今までありがとうございま

した。 

 

－クラブ細則変更についての採決 － 

会費についてのクラブ細則変更は可決となりました。 

 

－クラブ協議会 － 

本日は、各理事・役員よりコメントをいただきました。 

【クラブ管理運営委員会 山本理事】 

次年度も皆さんで盛り上げてください。皆の協力の

気持ちあってこそのクラブだと思います。 

【奉仕プロジェクト委員会 笹生理事】 

皆さん、仕事で忙しいのもあるかとは思いますが、

社会奉仕に積極的に参加ください。 

 

【青少年奉仕 山口光正委員

長】会長、西村さん、山本さん

にレティの件で、大変お世話に

なりました。 

 

【インターアクト西村委員長】 

インターアクトの件は、自分

たちの子供と思って手をかけ

て、見守ってあげてください。 

 

 

【ロータリー財団・米山記念

奨学委員会佐々木理事】 

財団の件は、前年と同じくら

いの金額でした。地区研修協議

会で2項目の表彰がありました。 

 

 

【クラブ広報委員会山崎理事】 

1 年間ありがとうございまし

た。来年度は佐々木さんが理事

をするので、週報は続けてほし

いです。 

 

【広報・雑誌 西委員】 

ロータリーの友フォーラムについては、自分自身が

ロータリーの友をしっかりと読むいい機会でした。 

 

【会員増強委員会 渡邊理事】 

事業所数は減っているのに、

一律に目標を掲げることは目的

からずれているのでは？ 

 

 

【SAA 中野会員】 

 原田さんのピンチヒッター

で急遽入りました。来年も担

当なので、よろしくお願いし

 

【山本会員】 

もはや、何も言う事はあ

りません。お世話になり

ました。 

【西村会員】 

フォトフレームをいた

だき、ありがとうござい

ました。長い間、お世話

になりました。 
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ます。 

【会計 西村会員】 

 織原さんの転勤で、副会計から会計になりました。

ありがとうございました。 

 

【出席・スマイル 藤川委員長】 

 例会出席は会員の義務でもあり、権利でもあります。

是非メイクをしてください！ 

スマイルの年間目標をかなりオーバーし達成いたし

ました。ご協力ありがとうございました。委員一同 

 

－ スマイル － 

【城所敏之 会長・齊藤達夫 会長エレクト・山口昇 幹

事・佐藤光輝 副幹事】 

皆様、無事最終例会を迎えられたことに感謝申し上げ

ます。1 年間ありがとうございました。次年度に向けて、

年会費に関する細則の改正決議があります。ご協力お願

いいたします。 

 

【城所敏之 会長】 

一年間、ご支援ご協力をありがとうございました。心

から感謝いたします。 

 

【中野正義・石川弘子 会員】 

今年度採取例会にあたり、SAA として例会運営にご

協力賜りましたこと感謝いたします。城所会長、山口幹

事ならびに理事役員の皆様お疲れ様でした。 

 

【藤川孝幸・五十嵐直樹・飯田久夫・石川弘子 会員】 

 皆様、1 年間スマイルへのご協力ありがとうございま

した。お陰様で目標達成することが出来ました。西村さ

ん、柴田さん、山本さん、長い間色々とありがとうござ

いました。いつでもお帰り下さいね。お待ちしています。 

【小島正伸 会員】 

山崎さん、いつも写真ありがとうございます。また、

山本さん、柴田さん、西村さんお世話になりました。 

 

【西厚夫・小島正伸 会員】 

城所会長、山口幹事 1 年間御苦労様でした。新年度

はゆっくりとロータリーライフを楽しんで下さい。 

 

【山本道子 会員】 

皆様、16 年余り、大変お世話になりました。ありが

とうございました。わが人生のラストスマイル！！です。 

 

【西村弘司 会員】 

本年度最後の例会となりました。城所会長・山口幹事、

理事・役員の皆様、1 年間大変ご苦労様でした。そして

私にとっても最後の例会です。14 年間大変お世話にな

りました。 

 

【和田吉二 会員】 

西村さん、山本さん、退会は残念で、さみしい限りで

すが・・・  ご健勝を祈念いたします。 

 

【眞壁恭子 会員】 

山本さん、西村さんご一緒させて頂いた福島の絵本贈

呈の旅は楽しかったです。色々ありがとうございました。

城所会長、山口幹事さん、山本さんと一緒にお見舞いあ

りがとうございました。色々お世話になりました。これ

からもよろしく！ 

 

【五十嵐直樹 会員】 

道子様、素敵な週報をありがとうございました。 

 

【山口光正・和田吉二 会員】 

城所会長、山口幹事、1 年間御苦労様でした。多大な

ご尽力に敬意を表します。お疲れ様でした。 

 

【川添勝憲 会員】 

城所会長、山口幹事、理事役員の方々1 年間御苦労様

でした。今後はゆっくり食事が出来ますね。すみません
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今日は所用の為に早退します。 

【山崎隆夫・小澤俊通 会員】 

城所会長、山口昇幹事一年間お疲れ様でした。本日所

用のため早退します。 

 

【建部覚 会員】 

城所さん、山口さん、長い間のひな壇ご苦労様でした。

次週からはテーブル席でゆっくりと例会をお楽しみくだ

さい。 

 

【佐々木尚壽・竹内祥晴・笹生誠 会員】 

2016～2017 年度最終例会 城所会長・山口幹事・

理事役員さんごくろうさまでした。西村さん、山本道子

さん、柴田さん退会残念です。お体を大切にしてくださ

い。 

 

【池本健二 会員】 

会長、幹事、副幹事、1 年間おつかれさまでした。ま

た、先週は歓迎会を開いて頂きありがとうございました。

非常に楽しかったです。これから頑張ります。 

 

【林正博 会員】 

1 年間おつかれさまでした。次年度もできるだけ出席

できるよう努力します。 

 

   城所会長万感の思いを込めて、点鐘！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■本日のスマイル合計 42,000 円  

  ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

2016-2017 度青少年交換留学生として 15 歳で昨年８月

20 日台湾から飛んできたレティは、昨年１２月２５日に１６

歳になりました。7 月 13 日、レティは帰国します。 

 レティが最初の７か月半ホームステイしていた長塚家には

同い年のレイラがいました。誕生日はたった 1 週間違いの少し

お姉さん。そのレイラが今度は、2017-2018 年度青少年交

換生として、レティの故郷台湾に飛びます。厚木中ＲＣがスポ

ンサークラブです。カウンセラーは笹生誠会長エレクト。 

レティは「大学生になったらまた日本に留学したい」なんて言

っています。レティとレイラの友情は一生もんかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この写真は、7 月１日、レティは地区青少年交換修了式、レ

イラは派遣学生結団式に出席後に行った、クラブの送別会・壮

行会での一コマ。 山崎会員がチューリップに見えるのは気の

せいでしょうか？ これからもこの２人の応援、よろしくお願

いいたします。…と、レティのカウンセラーの独り言でした。 

 

≪出席率≫  会員数 45 名     

       欠席者数 12 名 

       出席率 80.49％  

       前々回修正出席率 76.32％ 


