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＝ 本日のプログラム ＝ 

 

SAA 

山口 昇 クラブ管理運営委

員会担当理事 

 

 

齊藤会長より 

最後の月になりました。一週間のお休みがあり、今

日は新年度の理事の皆さんにお集まりを頂き、役員会

を開きましたが、私は途中参加という大変に失礼をし

てしまいました。皆様ご苦労様でした。既に新しい年

度をどうするかという中で、一番気になるところは予

算組であろうと思うのですが、新年度の会長幹事ある

いは会計と皆さんで色々と検討して戴いて、新しい年

度をスタートして頂ければ、有難いなと思っておりま

す。今年度は最後にまだ親睦例会が残っておりますが 

 

 

 

 

 

 

宜しくお願い致します。 

ここ数回気を付けて見て居

りますが、出席率が 90％台に

乗っており、こんな事はここ数

年無かったことです。我がクラ

ブが設立当初から提携を結ん

で行き来をして来た台湾の澎

湖島ロータリークラブとの関

係についてもどうするかをご

検討頂きたいと思います。 

今日は、米山功労者の山崎隆夫さんと笹生誠さんの

お二人の表彰がございます。 

― 会長報告 ― 

○ ガバナー事務所 より 

・姉妹／双子クラブ・友好クラブ調査 

地区ＨＰ掲載のお知らせ 

・米山学友会主催 

 厚木中ロータリークラブ週報 
  2017～2018 第 1940 回 例会  2018.06.06  Vol.38 

 国際ロータリー第 2780 地区 第６グループ 
     会長：齊藤達夫 幹事：佐藤光輝  クラブ広報委員会 委員長：佐々木尚壽  

             事務局 厚木市栄町 1-16-15  厚木商工会議所２F TEL：046-222-5811 FAX ：046-222-5821 

  Weekly 

 Report 

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


＝ 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 

 

 

「クリーンキャンペーン」のお知らせ 

・次年度第１回ｲﾝﾀｰ･ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会 

第１回地区 IAC ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 開催のご案内 

 2018 年 6 月 9 日（土）13:00～ アイクロス湘南  

○ 国際ロータリー より 

・活動に対する会員への表彰について 

○ ロータリー財団 より 

・クラブ役員向け オンライン寄付に関する最新情報 

○ 海老名 RC より  

・ＩＭ実行お礼 「ＩＭ記録誌」 

○ 大和中 RC より  

・40 周年記念式典臨席お礼 

○ 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より  

・感謝状 

― 幹事報告 ― 

○ 例会変更 

・厚木ＲＣ 

 ６月２6 日（水） 

一年を顧みて例会 

点鐘 18：30 横浜うかい亭 

・厚木県央ＲＣ 

 ６月２2 日（金） 

年度末親睦例会  

点鐘 18：３0 あつぎ飯山温泉 

元湯旅館 

６月２９日（金）→休会（定款第８条第１節により） 

・本厚木ＲＣ 

 ６月２1 日（木）→年度末親睦例会 

点鐘 18：00 あつぎ飯山温泉 元湯旅館 

― 委員会報告 ― 

○ 会員増強委員会 西厚夫 委員長 

理事会から予算が出ましたが、

経費を圧縮しても現在 30 名

のままだと 180 万円の減少と

なり、赤字予算となってしまう

事となり、以前から議論されて

いるように量か質かと言えば、

頭数を追う必要は無いのだが、

増強を積極的に推進して行か

なければならないので、新会員の推薦書を皆さんにお

渡しするので、ご協力をお願いします。今のままでは、

委員会予算もどんどん減額して、奉仕活動も縮小せざ

るを得なくなってしまう状態です。今年度には間に合

わないと思いますが、昨日男性一人と女性二人の方に

会いました。説明するツールが何も無いので、「ロータ

リーの友」と「ガバナー月信」および「週報」ありま

すので、これらで勧誘をお願いしたいと思います。会

員選挙の流れに従い、会員の一人からでも反対があっ

たらダメなんですよ、個人的な問題があるところもあ

るので、入れない場合もあるんですよとお話しして、

あとで会員同士で揉めることがないよう注意して下

さい。数だけ追っても良いクラブにはならないと思う

ので、その辺は皆さんの良識にお任せしたいと思いま

す。それと最も難しいのは元会員を推薦する場合で、

新会員よりも難しい。感情的なしこり等が残って無い

か、退会してからどのくらい経過してるか、また退会

理由は何だったのか等に十分注意して、推薦して頂き

たい。今年は人数を減らしたままで、増強委員長とし

ては大変申し訳ないと思ってますが、今は墨分けも出

来て、次年度は建部委員長が一生懸命にやるようです

から、協力してもらいたいと思います。 

○ 藤川孝幸 会員 

勧奨ツールは自分が会長した年度で作成し、年度やロ

ゴ、写真等を入れ替えてきた三つ折りのものが 3 パタ

ーンはありますので、是非活用して頂ければと思いま

す。 

― スマイル ―  飯田久夫 会員 

【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】 

４０周年記念例会も無事に終

わりました。実行委員の皆さん、

会員の皆さんお疲れ様でした。 

【佐々木尚壽・出口義勝・西厚

夫・山崎隆夫・飯田久夫 会員】 

４０周年記念例会、記念事業も盛会の裡に行なわれ、

おめでとうございます。齊藤会長、建部実行委員長、

そして実行委員会の皆さん、ご苦労様でした。 
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【渡邊義治・山口光正・石川弘子 会員】 

４０周年記念例会と記念事業が盛会に行なわれ、おめ

でとうございます。輝かしい５０周年を目指しましょ

う。山崎さん、写真ありがとうございます。 

【藤川孝幸 会員】 

大切な４０周年に急遽欠席をすることになってしま

い、大変残念で、また渡邊先生をはじめ皆様にお手数

を掛ける事となってしまい誠に申し訳ございません

でした。 

藤川会員…お陰様で無事用事を済ませることができ

ました。 

【吉川広・小澤俊通 会員】 

創立４０周年記念例会は、お疲れ様でした。山崎さん

の写真は、いつも有難いです。 

【小島正伸 会員】 

山崎さん、いつも写真をありがとうございます。今後

も宜しくお願いします。 

【和田吉二 会員】 

山崎さん、記念例会の写真をありがとうございました。 

【竹内祥晴 会員】 

山崎さん、写真をありがとうございました。 

【五十嵐直樹 会員】 

石川弘子会員。４０周年記念例会では朝早くから美容

院に行き、タクシーでホテルまで…。お金もかかり大

変でしたね。とても綺麗でしたよ。心から「ありがと

うごさいました」 

石川会員…ありがとうございます。 

― ロータリーの友紹介 ― 佐々木尚壽 会員 

今年度も最後の月になりまし

たが、友の６月号の紹介をしま

す。いつもの通り横組の３ペー

ジ、RI 会長メッセージの「ロー

タリー：変化をもたらす」のテ

ーマを通じて、皆様が実現され

た偉大な奉仕の数々に、心から

感謝申し上げます。から始まっ

てます。 

ヨコ組 

・今月は親睦活動月間ということで、各クラブの親睦

活動については記載されていませんが、横組の一番最

初に年度初めのRI会長の「一人一本の木を植えよう!」

の呼び掛けに答えて、7～１３ページまで各クラブで

行った事業が紹介されています。(当地区では津久井中

央 RC の記事掲載…２３０人で桜の木植樹) 

・１４ページからは囲碁…生前、高橋孝太郎・元会員

はこの国際ロータリー囲碁大会に毎年参加し、素晴ら

しい成績を収めて来て、小島正伸会員も出場していた。

１５ページに RC の親睦活動グループが１５０以上も

紹介されていますので、興味のある活動に入って頂い

ても良いのではと思います。 

・２２ページの米山記念奨学事業の歩みの中で、RI 会

長だった田中作次さんの「奉仕とは人のために尽くす

こと、我々はそのために生きているのだ」という記事

が書かれているので、一読ください。 

・２６ページに茅ヶ崎市陽南 RC の神崎正陳 PG が米

山梅吉さんとの出会いという記事があります。 

・３１ページの友委員会の清水委員長の退任に当たり

に「友」誌は２０１１年以降赤字で、これ以上このよ

うな状態が続くなら購読料の値上げもやむを得ない

のではと考えている旨の記事。 

タテ組 

・４ページにシマフクロウの森づくりという天然記念

物の動物を守ることにより、地域の生活も守っている

方の話し。 

以上で一年間つたない説明でしたが、ありがとうござ

いました。 

― クラブ協議会 ― 

当クラブの次年度に向けての色々な内容について 

齊藤会長 

４０周年記念例会の集合写真の中で、紅一点、しかも

和服姿で朝早くから花を添えて頂き、ありがとうござ

いました。 

私はこの一年佐藤幹事に余程の間違えが無ければダ

メ出しはしないので、何でも思うように進めて下さい

と言われてきました。また五十嵐副幹事にも一緒にや

って来てもらいながら、何とか一年をやって来て有難

いなと感じています。 

去年会長を引き受ける時に最低でも２０人くらいは

残るだろうと思っていたが、今３０人残っているので、

立派なもんです。まだ新しい方は一人も入って来ては
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いませんが、いよいよ私の感想ではこの 40 年で初め

てキチッとしたクラブ活動が出来ているんではなか

ろうかと思っています。途中で倒れなければ良いなと

思いながら、席だけは温めようとここに来ています。

短いようで本当に長い一年で、よく持ったなあと感じ

ています。 

我がクラブが目茶目茶に分裂をしてしまう、万一の時

には無くなってしまうという覚悟で会長を引き受け

ました。休んでばかりいる者を辞めさせてしまえ等々

のご意見もありましたが、人間生きている限りはどん

な悪辣な奴でも不真面目な奴でも何かしら良いとこ

ろもあるんだという先人のお言葉があり、赤ん坊から

お年寄りまでいらない人はいないという事を頭に置

いて、私たちは変ってゆかなければならないんだとい

うことで、辞めていった７名の人ももとロータリアン

も含めて３７名で再スタートを切るのはこれはこれ

で素晴らしいことです。 

あとは予算の厳しい中でもローターアクトクラブ設

立を成功させたい。最終例会には彼らも参加してもら

います。 

県内他の RAC と違い、大変に積極的な若者とそれを

受けて頑張ってくれている五十嵐会員がいますので、

是非皆でバックアップしていって欲しい。 

佐藤幹事 

ウチのクラブの問題点とこれから将来に向けてどの

ようなクラブにして行きたいかという方向性等につ

いての協議会を設定しました。 

・ローターアクトクラブ…具体的に何をして行くの

か? 予算は? については、機会を改めて次年度の五

十嵐会員の方から、提案、説明、協議等していっても

らう。 

・会津若松の原発避難中の小学生の「厚木中 RC あゆ

コロ文庫」訪問について 

 

 

 

 

 

 

 

・新年度予算…収入の部４名増強⇒３４名×２０万円

＝６８０万円 

・クラブの立て直し…会員増強の必要性 

・少人数…委員会運営の難しさ⇒CLP の再導入 

・世の役に立つ奉仕活動等の継続事業の実行のために

DDF（地区財団活動資金）や WF（国際財団活動資金）

を活用するのに単年度のみでなく、中長期のクラブの

活動を検討する必要性は? そこで、クラブの将来像

の検討は? 

笹生会長ｴﾚｸﾄ 

 次年度の会長笹生でございま

す。人員が減少し予算組がしに

くい状態ですが、増強拡大が第

一目標で活動計画書の作成をし

ていますが、皆様にはより多く

の会務分担をお願いいたします。

ローターアクトは具体的に方向

を決めていきたいと思います。

厚木中ＲＣ藤川パスト会長の年

度よりスタートしました、福島への「あゆコロ文庫」 

も今後について詰めていきたいと思います。みなさま

のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

前号最終記事のゴルフコンペの成績結果 

３位 厚木 RC 会田義明 会員(誤) 

厚木県央 RC 能勢健一 会員(正) 

大変失礼いたしました。 <m(_ _)m> 

 

  ―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 

6/13 1941 回 卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会  

30 人 2 人 
6/20 1942 回 年 度 末 親 睦 例 会 クラブ管理運営委員会  

6/27 1943 回 クラブ協議会・年度報告・６月理事役員会 会  長  出 席 率 前々回修正出席率 

7/4 1944 回 クラブ協議会・新年度会長方針発表 会  長  
92.00 ％ 78.26 ％ 

7/11 1945 回 クラブ協議会・理事役員委員長方針発表 クラブ管理運営委員会  
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