
＝ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 本日のプログラム ＝ 

    クラブフォ－ラム 

担当：齊藤会長・佐藤幹事 

― 会長報告 ― 

○ガバナ－事務所 より 

・「第１９回ロ－タリ－国際囲碁大会」開催のご案内 

・2018－19 年度 インタ－・ロ－タ－アクト委員会 

   委員選出に際してご協力のお願い 

・青少年交換学生のための日本語講師 紹介/推薦の

お願い 

○米山記念奨学会 より 

・特別寄付金明細書 功労者等表彰 

 確定申告用領収書は 2 月上旬までに送付 

・ハイライトよねやま Ｖｏｌ．213 

○厚木もみじライオンズクラブ より 

・チャリティ－ディナ－コンサ－ト ＰＲのお願い 

－ 幹事報告 － 

      連絡事項はありません 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ 中野会員 国歌 奉仕の理想 

        指揮 小澤会員 

米山功労者表彰 

飯田会員 
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― お祝い行事 － 

担当 佐野会員 

＜会員誕生日＞ 

出口 会員 １２月２５日 

池本 会員  １月 ７日 

中野 会員  １月１７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］ 

あらためまして、本年も宜しくお願い致します。正義

さん、出口さん、池本さんお誕生日おめでとうござい

ます。正義さんビンゴですね。良いお年になりそうで

すね！ 

［小島條太郎会員］ 

亡き母の通夜・葬儀に際しましては生花やご芳志等を

頂いた上に、ご回葬頂き誠にありがとうございました。

母もさぞ喜んでいると思います。 

ありがとうございました。 

［中野正義会員］ 

本日は、お陰様で古希（70 才）の誕生日を迎えるこ

とが出来ました。今年はガバナ－補佐という大役を担

うことになりますので最善を尽くしたいと思います。

皆様よろしくお願い致します。 

［出口義勝会員］ 

誕生祝ありがとうございます。 

［池本健二会員］ 

誕生日のお祝い、有難うございます。40 才になりま

した。これからいろいろ苦労をして成長したいと思い

ます。いきなりですが、本日業務につき早退します、 

すみません。 

［藤川孝幸会員］ 

今日からお隣になりました。池本さん、誕生日おめで

とうございます。本年もよりよりで指導を宜しくお願

いしますね！ 

お仕事、ロ－タリ－ライフ共に益々のご活躍を。中野

さん、古希の誕生日おめでとうございます。 

出口さんお誕生日おめでとうございます。 

［石川弘子会員］ 

中野さん、出口さん、池本さん、お誕生日おめでとう

ございます。 

［中野正義会員］ 

佐々木尚壽さん、西厚夫さん、先日は水墨画をアミュ

－で拝見致しました。素敵な作品に拍手を贈ります。 

［小澤俊通会員］ 

本日は所用のため 早退いたします。 

よろしくお願い致します。 

－ ロ－タリ－の友フォ－ラム － 

 担当 広報委員会 理事 佐々木 尚壽会員 

○職業奉仕月刊ということで、 

・ＲＩ会長のメッセージ 

多様性はロ－タリ－の強み 

○職業奉仕について考える 

○職業奉仕における利己と利他 

○奉仕のパ－トナ－ ロ－タリ－地域社会共同隊 

○ロ－タリ－：変化をもたらす 

○第４６回 ロ－タリ－研究会 

― 年度前半の感想・後半の抱負 － 

【親睦委員会 黒木会長】 

クリスマス例会の幹事をさせていただきました。 

ありがとうございました、力つきました。 

【Ｒ 家族委員会 竹内会長】 

黒木委員長の手助けをと話だったのですが何もわからず、手伝

ってないと思います。今後は気をつけます。 

【会計 出席スマイル委員会 石川委員長】 

会計については本当にそのまま引き継いだ形だったのでよ

くわからずながらも勉強させていただいてます、間違えの無い

様していきたいと思います。出席スマイルはちょっと少なめで

飯田さんにだいぶがんばって集めていただいているのですが、

後半はみなさんいろいろとご協力をお願いいたします。 

【国際奉仕委員会 山崎委員長】 

ぜひ来年度はロ－タ－アクトという新しい組織ができるよ

うみなさんでがんばっていきたいと思います。 

【社会奉仕委員会 林委員長】 

今のところまだ活動が出来ておりません、これからいい報告
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がありましたらまた会長・皆様に教えていただき一緒にやって

いきたいと思います。 

【インタ－アクト委員会 五十嵐委員長】 

週報 18に厚木商業のインターアクトクラブの会長を務めた 

竹田翔哉君のコメントがよせられてます。 

彼が言いたいのはなるべく早く厚木中クラブでロ－タ－アク

トとしてインタ－アクトの諸君を指導していきたいという趣

旨でだいたい１５名ぐらいのメンバ－がやりたいと言ってい

ます。 

当クラブの新クラブ設立の準備もだいたい終わりスタッフも

できましたので、あらためて理事会にロ－タ－アクト設立とい

うことで提案させていただきそろそろスタ－トをはじめます

と言う事ですすめてまいります。 

【クラブ広報委員会 佐々木委員長】 

一番大変な週報作成で皆さん初めての役割ということで悪

戦苦闘したなかで半年すぎました。このところは順調にできて

からたと思います。 

始めのは写真もあまりきれいではなくて、笹生さんに話しまし

て、きれいな画面になりました。少々費用がかかりますという

ことです。内容を聞き取って書き込むという状況なのでご満足

いただける文面でないと思いますがなかなか大変でそれを感

じ取っていただきご了承いただけれだと思います。引き続き半

年がんばっていきたいと思います。 

とにかくメンバ－が少ないので是非応援をお願い致します。 

ロ－タリ－の友のほうは、私が半年やってきたわけですが、メ

ンバ－の方々に１回位はお願いしたいとがんばっております、

新しい視点でのロ－タリ－の友の紹介が出来るんじゃないか

と思いますのでご期待下さい。 

【広報担当 藤川会員】 

週報のメンバ－が少ないので手を挙げてくれといってもたぶ

ん難しいと思うので今は簡単にして下さったので是非もう１

人どうにかお手伝いをお願いいたします。 

是非ちょっとでもうてるような知識がありましたらお願いし 

たいとおもいます。 

指名は出来ないので自発的にお願いいたします 

【会員増強委員会 西委員長】 

会長の方から新クラブが２５名ぐらいでわれわれクラブは２

０名ぐらいになるかもしれないと言われこれは大変だと思い

ながら、後半また委員会にかけて皆様方のご協力を得られなが

ら増強していきたいと思っております。 

【会長エレクト 笹生エレクト】 

来年会長になります笹生です。よろしくお願いいたします。 

今年はいろいろ勉強させていただいています。 

特に週報は会社にあるものを使ってやってますからそんなに

負担はないと思ってます。 

だから皆さんが写真を撮ったり、文章をつくってくれるのが大

変かなと思います。 

私の所にメールでいただいて、私の方で作成しなおしたり、写

真を入れ替えたり、皆さんが見た時ここが悪いと思われる所を

修正させてもらってます。そこまでを仕事とさせていただいて

ます。そして来年は講習会やいろいろな物に参加して勉強して

いきたいと思います。 

【副会長 小島副会長】 

とにかく齊藤会長に最後まで出席をしていただき会長らしく

やって下さい。 

私はフォロ－しますということで、会長は会長職をやっていた

だければ、私はフォロ－だけをやっていきます。 

よろしくお願いいたします。 

  ―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 

1/24 1924 回 卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会
36 名 7 名 

1/31 1925 回 卓 話 例 会・理 事 役 員 会 クラブ管理運営委員会

2/7 休  会 出 席 率 前々回修正出席率 

2/12 第６グループ IM（インターシティミーティング） 海老名 RC（ホスト） 
76.67 ％ 83.33 ％ 

2/14 IM 振替休会. 
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