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＝ 本日のプログラム ＝ 

次年度理事役員選考 

笹生 誠 会長 

会場監督 小澤 俊通 SAA 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

笹生 誠会長 

［会 長 挨 拶］ 

今週月曜・火曜で福島の小学校に行って来ました。 

今年で7年目になります、1年生が2名いました。

2021年頃に新しい校舎が完成する様です。 

20日に本厚木RCのチャ－タ－ナイトが行われまし

た、参加された方はお疲れ様でした。 

 

 

209名の参加で盛大にできました。 

［会 長 報 告］ 

○ガバナ－事務所 より

・クラブ研修リ－ダ－セミナ－開催のご案内

2018年11月13日（火）14：00～

アイクロス湘南

・米山学友会主催「国際交流会」の開催のご案内

2018 年 11 月 18 日（日）13：00～

二宮生涯学習センタ－ 

・ネパ－ル子供病院の運営軌跡の冊子

 「この笑顔に会いたくて」 

・献血キャンペ－ンポスタ－

・地区・会員増強事例セミナ－開催のご案内

2018年12月4日（火）15：00～16：55

アイクロス湘南 

○厚木中ロ－タ－アクトクラブ より

・11月の開催例会のご案内

11月10日（土）14：00～16：00
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━ 幹事報告 ━ 

幹事報告はありません。 

━ 委員会報告 ━ 

○親睦活動委員会      五十嵐 直樹委員長 

クリスマス例会が近づいていますので、親睦委員の 

皆様例会後少しの時間ですが、会議を開かせていただ 

きます。RAの例会の参加をお願いします。 

厚木商業高校の文化祭の参加をお願いします。 

山口 昇委員 

11 月 29日（木）4クラブ合同のゴルフコンペが 

本厚木カントリ－クラブで行われます。 

皆様参加をお願いします。 

━ 次年度理事役員選考 ━ 

笹生 誠会長 

次年度理事役員選考にあたり、指名委員会の立ち上げ 

について、ご意見を聞きたいと思います。 

［齊藤 達夫直前会長］ 

創立41年目になります

が、創立以来最低の人数

になりましたが、良い意

味で言うと40年の区切

りがつき、新しいスタ－

トだと思います。少ない

人数ですが、打ち合わせ

をこまめにして、新しい

厚木中ＲＣをつくっていければと思います。 

パスト会長の中で、山口光正会員を会長に推選したい 

と思います｡ 

 

[小島 條太郎パスト会長] 

指名委員会を作るという

ことで、歴代のパスト会

長 5 名を選び、幹事長を

直前会長の齊藤パスト会

長という事で、パスト会

長 5 名・現会長・会長エ

レクトの7名で構成する

という事でお願いします。 

 

[藤川 孝幸パスト会長] 

選挙は極力避けて、出来

れば指名委員会で話し合

い、素晴らしい会長を選

び、お願いをするという

ロ－タリ－本来のかたち、

また絆の中で決められれ

ばいいなと思います。 

 

 

[建部 覚パスト会長] 

指名委員会を立ち上げて

指名委員会で審議してい

くのがいいと思います。 

 

 

 

 

 

 

[渡邊 義治会員] 

次年度の役員選考で色々あったので、元にもどり 

指名委員会の立ち上げで良いか決をとれば良いと 

思います。 

 

[佐々木 尚壽会員] 

指名委員会を立ち上げるのが筋だと思います。 

会員の推薦か指名委員会を立ち上げるかどうするか 

という例会だと思いますので、それを決める事が 

筋だと思います。 

 

[笹生 誠会長] 

指名委員会のという事で、挙手をしていただき、 

決めたいと思います。 

全員一致で立ち上げる事にします。指名委員会を 

立ち上げそこから選考していきたいと思います。 

指名委員会のメンバ－は齊藤達夫パスト会長 

小島條太郎パスト会長・中野正義パスト会長 

藤川孝幸パスト会長・建部覚パスト会長 
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笹生誠会長・山口昇会長エレクトの 7 名です。 

例会１時間前に集まり協議して 11 月中には決定 

したいと思います 

 

[山崎 隆夫会員] 

基本はロ－タリ－は友達になろうという気持ちを 

基に指名委員会に頑張っていただきたいと思います｡ 

 

━ 大熊小学校・大野小学校 児童図書贈呈 ━ 

[山崎 隆夫会員] 

今まで行っていない所に

行ってきました。 

行って住んでる人の気持

ちにならないと分からな

いと思います。行って自

分の身に付けて帰ってく

る事が大事だと思います。

塔の岪に行ってきました 

災害の前の歴史を勉強してきました。 

 

[齊藤 達夫会員] 

今回で 7 度目だそうですが、長く続けていくのは大変

ですが、最悪本を送るだけでもいいかなという事で続

けてきましたが、3 年・４年生は勉強会で不参加でし

たが、1年・2 年・５年・６年生の十数名がおり、ど

うも子供たちを見ると泣けてきちゃいます。親がいな

いとか、元の所に帰れないとか本当に可愛そうです。

出来れば毎年行ってあげたいと思います。 

今回は南会津の秘境、日光に近い塔の岪に行ってきま

した。すぐ近くに会津鉄道と国道 49号線が山の中に

走っていました。すごく細い山道をずうっと走った先

にある事で岪と言うようです。 

 

[佐々木 尚壽] 

ロ－タリ－のメンバ－

が毎年図書贈呈にお金

を出している事がどう

なのかと思っている方

もいると思いますが、本

棚に飾っているだけではないかと心配している人が

多いのではないかと思いますが私が一番最初会津の

教育委員長と話し会津では本を読み聞かせるという

文化がある様なので、子供たちが本に対しての興味を

持っています。その様な有効に利用していただく事が

有るのなら私達が少しでもお手伝いができるならと

いう気持ちで参加させていただきました。 

教科の日課で上級生が下級生に読み聞かせるという 

事をやって、読書に親しむという文化をずっと何年も 

やっている事に感動しました。 

今回は会津藩校日清館を見てきました。あの当時 

あの規模の建物を使い教育をしていたと思うと 

胸が痛くなるような感じで、会津の先陣があそこで 

宿って現在にきたんだなと思いました。 

その様な人達に図書を寄贈しているのだと皆様に 

お伝えしたいと思います。 

 

［藤川 孝幸会員］ 

2012年に最初に行って復興する意味をかねて現地

の本屋さんで買って届けました。35周年の記念品も 

現地の工場に行って赤べこを作っていただきました。 

一番最初からいる鈴木先生は今年70才ですが本来な

ら定年退職ですが、町の教育主事という形でいまだに

元気で学校にいらっしゃていつも会うたび感動しま

す。初めて参加しても子供の目を見たら本当に感動し

ますので来年行くのなら是非参加をして下さい。 

 

［五十嵐 直樹幹事］ 

私は感動と言うより、後ろめたいという気持ちとか恥

ずかしい気持ちになって、無口になってしまいました。

2年前福島に家族旅行に行きお金を落とし貢献したつ

もりでしたが、実際現場を見て悲惨な状況と子供たち

の顔を見て罪のない人間が国からほっぽり出される

という状況になる事が理解できません。なんでもそう

ですが気丈なことばかり言っていても奉仕は出来な

いと思います。率先して動き何事にも参加した方がい

いと思います。 
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━ お祝い行事 ━ 

［会員誕生日］ 

佐藤光輝会員 11 月 2日 

 

［配偶者誕生日］ 

渡邊会員奥様 淳子様 10 月 26日 

池本会員奥様 直子様 10 月 26日 

朝倉会員奥様 泰子様 11 月 3日 

 

［結婚記念日］ 

山口 光正会員 10月 27 日 

 

［入会年月日］ 

朝倉 弘一会員 昭和 61 年 10月 29 日 

川添 勝憲会員 昭和 60 年 11月 6日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━ スマイル ━ 

担当 黒木 則光会員 

［笹生誠会長・五十嵐直樹幹事・西厚夫副会長 

      山口昇会長エレクト・石川弘子副幹事］ 

あゆコロ文庫に参加された皆様お疲れ様でした。 

本日は次年度理事役員選考についてです。 

段々と寒くなってきました。皆様お身体に気をつけて 

下さい。 

［あゆコロ一同］ 

あゆコロ文庫、お疲れ様でした。運転をして頂いた方

達に感謝。光輝ちゃんお誕生日おめでとうございます。 

［小澤俊通会員・飯田久夫会員・小島條太郎会員］ 

会津の大熊小学校 訪問団の皆さんお疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

■本日もスマイルのご協力、誠に有難うございました。 

  ―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 

10/31 休   会   

    29 2 

11/7 卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会  

11/14 夜 間 例 会 クラブ管理運営委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

11/21 休   会   

   95.45 ％     100.00 ％ 

11/28 卓 話 例 会 クラブ管理運営委員会  
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