
四つのテスト
言行はこれに
照らしてから

2020－21年度ＲＩテーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」

2020－21年度厚木県央ＲＣテーマ
「奉仕活動を通して地域社会に貢献する」

１.真実かどうか？ 

２.みんなに公平か？

３.好意と友情を深めるか？

４.みんなのためになるかどうか？
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http://www.ken-ou-rotary.gr.jp/　e-mail：info@ken-ou-rotary.gr.jp　TEL： 046-222-5811 Fax：046-222-5821

会　長　高畑幸夫　　副会長　神崎　進　　幹　事　能勢健一

第 1018 例会 （2020 年 7 月 3 日）

例会場：厚木アーバンホテル
例会日：毎週金曜日 12：30 ～ 13：30
事務局：厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所 2 階

■点鐘　…高畑幸夫会長

■斉唱　…君が代・奉仕の理想

■ゲスト紹介

特別代表　石川範義様

厚木RC　会長 黒栁告芳様　幹事 市川信也様

厚木中RC　会長 五十嵐直樹様　幹事 竹内祥晴様

本厚木RC　会長 鈴木八四郎様　副幹事 佐野良人様

米山奨学生　劉　夢亭さん
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■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＝107円
・上半期　人頭分担金　送金依頼
・ロータリー文庫からのご案内とお願い

◎特定非営利活動法人　ＡＭＤＡ社会開発機構　より
・アムダマインズを支えてくださっている皆さまへ

◎国際ソロプチミスト厚木　より
・会長・事務局変更のお知らせ

◎厚木市役所　より
・消毒用エタノール寄付のお礼
・第１１回「県央相模川サミット」六市町村合同クリ

－ンキャンペーンの中止について（ご案内）
◎清川村保健福祉課　より

・消毒用エタノール寄付掲載　広報誌７月号

■幹事報告

◎例会変更
・厚木中ＲＣ

7月15日（水）→休会（定款第8条第1節により）
8月12日（水）→休会（定款第8条第1節により）
9月16日（水）→休会（定款第8条第1節により）

■スマイル

厚木RC　会長 黒栁告芳様・幹事 市川信也様
厚木ロータリークラブ会長黒栁、幹事市川です。本年度
はお世話になります。宜しくお願い申し上げます。

厚木中RC　会長 五十嵐直樹様・幹事 竹内祥晴様
今日は県央クラブの皆様にご挨拶に伺いました。皆さん
宜しくお願い致します。

本厚木RC　会長 鈴木八四郎様・副幹事 佐野良人様
本日は、年度初めのごあいさつにお伺いしました。当ク
ラブも設立後やっと3年目に入りました。1年間よろし
く御指導の程お願いいたします。

高畑幸夫会長・能勢健一幹事
厚木ロータリー黒栁会長、市川幹事、厚木中ロータリー
五十嵐会長、竹内幹事、本厚木ロータリー鈴木会長、佐野
副幹事、本日はわざわざありがとうございました。1年
間よろしくお願い申し上げます。

特別代表 石川範義様
井直前会長をはじめ理事役員の皆様ご苦労さまでした。
新年度のスタートです。会長・幹事・役員の皆様頑張っ
て下さい。

高畑幸夫会長・能勢健一幹事
いよいよ新年度が始まりました。不慣れな事も多いと思
いますが、一生懸命に取り組む事は得意ですので、一年
間どうぞよろしくお願いします。

井　寛明君
高畑会長、能勢幹事、新年度スタートおめでとうござい
ます。コロナのおかげで、準備が大変だったと思います
が、この1年間楽しみながら頑張って下さい。

川名貴之君
先週の例会は楽しみにしておりましたが、出席出来ず大
変申し訳ありませんでした。会員の皆様には昨年一年間
大変お世話になりました。ありがとうございました。貴
重な一年を過ごさせていただきました。皆様には感謝の
気持ちでいっぱいです。今年も微力ではありますが、厚
木県央RCの発展に少しでも貢献したいと思っておりま
す。前年度最後に感謝をお伝えする会員の方は、難波真
奈美前SAA一年間ありがとうございました。森正章前
副会長一年間ありがとうございました。井寛明前会長一
年間大変お世話になりました。ありがとうございまし
た。会員の皆様改めて一年間ありがとうございました。

岡見　健様
高畑年度のスタートです。大変な時期ですが、皆様協力
して参りましょう。今日厚木3クラブの新会長、幹事様よ
うこそお出で下さいました。1年間宜しくお願い致しま
す。

松本　豊君
高畑会長、能勢幹事、一年間頑張って下さい。世の中は大
変な状況ですが、早くコロナが治まる事を祈っていま
す。もっと長く書こうと思いましたが、今日はゲストの
方が多いのでやめておきます。って書いていたらマス
が足りなくなってしまいました。

石井　卓君
会員の減少で、10数年ぶり会員数38名という厳しい状
況でのスタートです。高畑会長、能勢幹事、1年よろしく
お願いします。

クラブ管理運営委員会 難波真奈美君・村松マユミ君
クラブ管理運営委員会、総勢6名で運営して行きます。宜
しくお願い致します。

佐藤拓也君
公共イメージ委員会委員長を仰せつかりました。佐藤拓
也です。メンバー共々一年間よろしくお願い致します。

森　志朗君
会員組織委員会委員長を仰せつかりました森志朗です。
今期一年宜しくお願い致します。

SAA 佐藤新也君・井上良一君・森　正章君
1年間どうぞ宜しくお願いします。

荻野洋一君
年度末例会ありがとうございます。伊藤委員長より、
チップをいただきましたのでスマイルします。
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■例会 クラブ協議会「年度方針発表」

担当：高畑幸夫会長・能勢健一幹事

高畑幸夫 会長
今日の例会は新年度クラブ協議会と言うことで、会長を初め10名の理事

役員より一年の目標と方針の発表となります。
私は、井会長年度の昨年6月12日に次年度の会長方針発表を簡単に説明致

しましたが、目標は中身の濃い例会をつくり、1時間のために出席くださる
会員様の時間を無駄にするわけには行きません。次に他クラブとの交流を深
める事や、新たな職業分類の会員増強を行います。頑張って参りますので、皆
様宜しくお願い致します。

能勢健一 幹事
会長方針である奉仕活動を実践し、会員全員で心を一つにし、協力し合い

ながら共に輝けるよう、厚木県央ロータリークラブの円滑運営に尽力しま
す。

ひとこと！！
『能勢は大丈夫ですとか優秀ですとか言っていただく事が多いのですが、

まぁまぁポンコツですので、皆様ご協力の程よろしくお願い致します。』

関原敏文君・神崎　進君・伊藤　一君・土屋義行君
春日清則君・新川　勉君・守屋孝則君・武藤元秀君
和田貴樹君・葛籠貫京子君・北村正敏君・関野耕正君
山田幹男君・立脇孝二君・山口昌興君・三竹厚行君
スマイルBOX

■会長タイム

皆様こんにちは。
７月に入りまして新しい年度がスタート致しました。
ここで近況報告をさせて頂きます。
7月1日（水）は厚木中RCさんに新年度3RCの会長幹事

でご挨拶に参りました。その後夕方には小林市長様に表
敬訪問と言うことでお邪魔させて頂きました。30分弱
ですが、やはり話題は新型コロナウイルスの話題で、イ
ベント等中止と言うことで大変残念がっておりました。

また、7月2日（木）は本厚木ＲＣさんにご挨拶回りで、
夜間例会と言うことで１８時半より点鐘でスタート致
しました。本日は当クラブ例会で3ＲＣの会長幹事様に
いらして頂きご挨拶を頂きました。本日は石川特別代表
様にも起こし頂いています。来週7日（火）は厚木ＲＣさ
んに3クラブにてご挨拶をしまして4ＲＣの挨拶回りは
終了となります。話は変わりますが昨日、東京都では感
染者107名全国でスト196名と5月25日の緊急非常事態
宣言解除から増え続けております。うがい手洗い3密を
避けて皆様もご自愛ください。

■今日のお花

クルクマ（熱帯アジア）

花言葉（忍耐・乙女の香り・因縁）
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佐藤新也 SAA
高畑会長方針の下、向上心が涌いてくる有意義な例会になるよう努める

をテーマに、活動内容を以下の通り定めました。
1.秩序正しく楽しい雰囲気で運営されるための進行役を務める
2.私語の防止、座席の整理や食事、配布資料等のチェックに努める

特に食事を余らせてはラオス支援とは相反しますので欠席連絡は必ず
お願いします。

3.来客や会員を笑顔で迎え入れることに努める
是非とも来客者退席の際は盛大な拍手をお願いしたいと思います。
1年間どうぞ宜しくお願い致します。

新川　勉 会計
クラブ会計は健全なクラブ会計が出来るように、会長・幹事及び理事会が

クラブ財政を把握し正確で厳正な会計処理を行います。

森　志朗 会員組織委員長
会員組織委員会としては今期、会員同士が仲良く出来る場としての親睦

例会を年3回、実施し会員皆様が満足できるよう努めます。そして会員数をど
の様にしたら維持し増員する事ができるか考えていき、提案の場として、卓
話例会なども交えて会員皆で共有していく所存でございます。1年間どうぞ
よろしく願い致します。

難波真奈美 クラブ管理運営委員長
会員にとって、有意義で価値のある経験が出来るクラブを目指しクラブ

の有効的な運営に関する活動を実施します。
主な活動内容を以下の通り定めました。
1：ホームページ・Facebook・週報を活用してリアルタイムに活動の周

知に取り組む。（本日から動画撮影に取り組みます）
2：入会5年未満の会員を中心に、ロータリーの活動・理念を楽しく学ぶ

会合を10月・3月に実施予定です。
3：高畑会長筆頭方針ある“継続事業の更なる向上を目指す”そして久保

田2780地区ガバナーの筆頭方針である“5年後どのようなクラブにな
りたいか”、当クラブでも自問をし、会員が多くの価値をもたらす方
法を考える為の「クラブ戦略（長期）計画会議」の実施を推奨しており
ます。そのための長期ビジョン作成のための、クラブフォーラム（ク
ラブ討論会）を例会事業として実施致します。1年間どうぞよろしく
願い致します。
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佐藤拓也 公共イメージ委員長
委員会メンバーと共に、ロータリーの目的を踏まえつつ、ロータリーは何

をしているのかをSNSや地域広報誌などを通じて伝えます。
また長年に渡り、ロータリーで取り組んでいる“ポリオ撲滅”を発信し地

域から理解を得る。1年間どうぞよろしく願い致します。

松本　豊 奉仕プロジェクト委員長
我々　奉仕プロジェクト委員会の今年度の活動の一つは、年度計画書に

記載したクラブ創立以来尽力してきた青少年奉仕、２年前から活動を始めた
国際奉仕事業の継続を図る計画であった。しかし前年度後半よりの新型コロ
ナ災禍の影響で、これまで支援してきた多くの青少年奉仕事業の開催が危ぶ
まれる状況である。だがその様な年度だからこそ、今後のクラブによる新た
な奉仕活動を考える年度として活動を考えたい。

特にロータリーの「五大奉仕」の一つである「社会に奉仕する活動」を考
え、今後のクラブの奉仕活動のヒントを探してみたい。またクラブとして
２０年以上ロータリー財団への寄付に尽力してきたが、今年度　井直前会長
の努力により初めて地区補助金の配分を獲得できた。その補助金事業である

「ラオス農業支援」はクラブとしての国際奉仕活動でもあり是非とも成功さ
せたい。

現在海外での活動は非常に難しい状況であるが、年度計画書の記載時期
にとらわれず状況を注視し、高畑年度の最後の時間まで支援事業を実行でき
る様に努力していく所存である。そして今年度を機に、次年度も地区補助金
の配分を獲得できる様に、奉仕プロジェクト委員でもある和田会長エレクト
と連携を図り、次年度の補助金事業への取組に努力していく。

臼井欽一 職業奉仕委員長
会長方針である「異業種間の知恵と情報とチャンスを確立し奉仕の理念

のもとにロータリアンの奉仕活動」を実践するロータリーの原点である職業
奉仕の理解を深めながら魅力ある、そして活力のあるクラブにしていきま
す。

特に前年はロータリー財団補助金をわがクラブでいただきましたので一
人20.000円の寄付を募ります。
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■四つのテスト

■ SAA

井　寛明君

佐藤新也君

■ソングリーダー

■会長幹事バッチ交換

川名貴之君

■出席報告　＜会員 38 名、出席対象 38 名＞

6 月 19 日例会　　確定出席率 75.00％ 7 月 3 日例会　　出席 34 名　欠席 4 名　出席率 89.47％


