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＝ 本日のプログラム ＝ 

年次総会：齊藤達夫会長 

 

― 会長報告 ― 

○ガバナー事務所 より 

・傷病予防と治療月間リソースのご案内 

・ＲＩ第2780地区2020-2021年度地区ガバナー 

・ノミニー候補者告知の件 

・次年度予定・問い合わせ 

○海老名ＲＣ より 

・ＩＭ 諸連絡 

  2018年２月１２日（月祭）１４:００点鍾 

 

 

 

 

 

 

   オークラフロンティアホテル海老名 

○厚木商工会議所 より 

・新春賀詞交換会のご案内 

○3860地区ﾌｨﾘﾋﾟﾝｼｷﾎｰﾙ島ｾﾝﾛﾗﾙﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 原田様 

より 

・卓話のお願い 

― 幹事報告 ― 

 

○例会変更 

・厚木県央ＲＣ 

 １２月１５日（金）→１

４日（木）忘年親睦例会に

振替 18：30点鍾 厚木

アーバンホテル 

１２月22日（金）→休会（定款第８条第１節により） 

１２月29日（金）→休会（定款第８条第１節により） 

２０１８年１月5日（金）→休会（定款第８条第１節

により） 

１月１2日（金）→１0日（水）厚木３クラブ合同賀

詞交歓会に振替 18：30点鍾 レンブラントホテル

厚木 
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１月26日（金）→休会（定款第８条第１節により） 

・お知らせ 

１２月２３日(土) →クリスマス親睦例会会員会費 

10,000円・同伴者3,000円/名  

会員は1個/名以上のクリスマスプレゼントを用意 

して下さい。 

2月12日(月)14:00点鐘 →IM オオクラフロンテ

ィアホテル海老名 

 

― 委員会報告 ― 

  

 

・クラブ管理委員会～山口 昇 会員 

次回卓話者：厚木市役

所都市整備部中心市街

地担当部長 石塚 修 

様 「中心市街地のこ

れから」 

 

・青少年交換留学生担当～笹生 誠 会員 

長塚麗来さん11月の

報告…台湾は極寒で風

邪をひき酷い頭痛。早

く楽しく学べるように

クラブで中国語を中心

に勉強クリスマスの準備をローターアクターと

ともに行い交流を深めている。お母さんから、来

年、台湾からの留学生をほぼ受け入れる方向で考

えているとメールを頂いた。 

 

 ・40周年実行委員会～建部 覚 委員長 

経過…クラブ拡大に

ついては、ガバナー事

務所より、日本事務局

と綿密に打ち合わせ

をして欲しい 

新クラブアドバイザ

ーとして佐野会員をお願いしてある。 

  事業の概略…記念例会、記念事業、記念誌等の概

略が決まったので、部会を作り、進めて行くので、

皆さんのご協力をお願いします。 

 

― スマイル ― 飯田久夫 委員 

 ・記念日 

会員誕生…杉田泰繁 会員 12月10日 

配偶者誕生日…山口一恵(清)12月12日 

結婚記念日…建部 覚 会員12月12日 

・スマイル 

【齊藤会長、小島副会長、佐藤幹事、笹生会長エレク 

ト、五十嵐副幹事】 

  今日は年次総会です。FURANKにFRIENDLY 

 に進めたいと思います。杉田さん、お誕生日おめで

とうございます。 

 

【和田吉二、山崎隆夫、飯田久夫、加藤元英、中野正

義 会員】 

  会津若松市の大熊小学校への図書寄贈訪問団に

参加された会長始め6名の皆さんご苦労様でした。

6年に亘る当クラブの応援の気持ちは、地元にも、

生徒の皆さんにも通じていることと思います。 

ありがとうございました。 

 

【建部 覚 会員】 

  飯田さん、結婚記念日を教えていただきありがと

うございました。すっかり失念していました。 

 

【加藤元英 会員】 

  本日「スマイル担当」の飯田さんが往年の「スマ

イル節」が元気に復活したので、スマイルします。 

 

― ロータリーの友 ― 

佐々木担当理事 

・12月号の紹介…「疾

病予防と治療月間」 

＊ヨコP.3   RI会長ﾒ

ｯｾｰｼﾞ「より平和な世界

に向かって」 

 ＊ヨコP.13  RCC 

 ＊ヨコP.14 「疾病予防と治療月間」 

 ＊ヨコP.18 「日韓の新たな友好関係に向けて」 
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 ＊ヨコP.27 「世界ﾛｰﾀﾘｰﾆｭ-ｽ―中国―」 

＊ヨコP.28 「米山50年史」 

＊ヨコP.34 「2780地区大会」→＊ヨコP.40との

比較 

＊ヨコP.34 「ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰからの報告」 

 ＊タテP.4   「人はガンとどう向き合うのか」 

＊タテP.9   「古都に息づく救済の心」 

＊タテP.13 「孫の心臓移植」 

＊タテP.22 「ロータリー俳壇→30過ぎて…」 

 ・今月号は、社会奉仕事業を行う上で大変参考にな

るものが沢山出ているので、是非お読み下さい。 

 

― 年次総会 ― 齊藤会長 

・友の中の、P.33の「声」

…投稿新企画で始まった

ので、皆さんもご意見を

投稿して下さい。進行は、

佐藤幹事にお願いする。 

 

 総会 

 ・会員による指名、指

名委員会による指名は先

週が期限で、会員による

指名は無く、指名委員会

による指名が下記のよう

に提出された。出席者-1

＝26票。 

・年次総会の定足数(会員の3分の1＝37×1/3≒

13)27名出席→年次総会成立 

 ・役員の承認は、投票で過半数を獲得した役員候補 

 者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          記       敬称略 

 

   会長エレクト候補者 山口 昇 (23票) 

    理事候補者 五十嵐直樹 (23票) 

 石川弘子(23票) 

               小島條太郎(21票) 

               佐々木尚壽(22票) 

         建部 覚(23票) 

               三平治憲(23票) 

        佐藤光輝(23票) 

              以上は承認。 

 ・次回理事役員会において、理事1名、副会計、SAA、

副SAAを決定。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ―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 

12/13 1920 回 卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会  

    37 10 

12/23 1921 回クリスマス家族親睦例会・12 月理事役員会 クラブ管理運営委員会  

12/27 休  会   出 席 率 前々回修正出席率 

1/ 3 休  会   

   81.82 ％     84.38 ％ 

1/10 ３クラブ合同賀詞交歓会 ホスト 厚木県央 RC  

 

http://www.atsugi-naka-rc.com/
mailto:info@atsugi-naka-rc.com

