
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 1052 回 例会 （2021 年 6 月 11 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　…それでこそロータリー

■会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区クラブ管理運営委員会ホームページリニュー

アルのお知らせ
委員会ページに、「今さら聞けないロータリー」（よ

ろず相談掲示板）を作成
マイロータリー活用マニュアルを掲載

・2021-2022年度地区補助金　特別応募募集
提出期間2021年7月1日～ 2021年8月16日

審査選考期間 2021年8月17日～ 2021年8月31日
プロジェクト実施時期 2021年9月中旬～ 2022年

5月10日

■幹事報告

◎例会変更
・厚木ＲＣ

6月29日（火）→夜間例会　一年を顧みて　18：00
点鐘
レンブラントホテル厚木

・厚木中ＲＣ
6月16日（水）→休会（定款第８条第１節により）
6月23日（水）→年度末親睦例会　18：00点鐘

厚木アーバンホテル
6月30日（水）→休会（定款第８条第１節により）

・海老名欅ＲＣ
6月10日（木）休会（クラブ定款による）
6月17日（木）休会（クラブ定款による）
6月24日（木）→　夜間親睦例会　点鐘：18：00

■スマイル

高畑幸夫会長・能勢健一幹事
いよいよ、高畑年度の例会も残すところ、あと3回になり
ました。来週に下期総括として、振り返りをしますが、今
日はコロナ禍一色の時代になり、新しい奉仕の形を実現
した2つの事業を報告致します。手探りでのチャレンジ
をご覧下さい。

松本　豊次君
やっぱり、例会場での開催はいいですね。それにしても、
プロ野球の交流戦、巨人は弱いですね！オリックス戦の
最初の2試合で29三振もしていました。第二戦なんて相
手の先発は19才ですよ。7回13三振もして1安打しか打
てないなんてみっともない。二軍には坂本、丸、梶谷、井
納そして菅野なんているんだよね！全員で年俸40億越
えしているじゃないですか！一軍の年俸は全員で菅野
と丸でまかなえたりしてね！

春日清則君
妻祐子の誕生日の祝いありがとうございます。今でもラ
ブラブです。

神崎　進君・井　寛明君・荻野洋一君・伊藤　一君
森　志朗君・新川　勉君・北村正敏君・和田貴樹君
難波真奈美君・村松マユミ君・関原敏文君
スマイルボックス
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■会長タイム

皆様こんにちは。なかなか関東地方では梅雨入りしま
せんが、このまま夏が来てしまうような勢いで連日の気
温が30度超えという暑さに加え、本来でしたらアフター
タイムで屋上ビアガーデンなんて事も今まではありでし
たがなかなかそうもいきません。しかしながら最近では
居酒屋や飲食店でも堪えきれずアルコールの提供をする
店も出てきたようです。自分の身に置き替えて考えれば
致し方ない様な気も致します。是非今月の20日には蔓延
防止解除を期待いたします。

さて、話は変わりますが、今週9日（水）に2780地区第6
グループ最後の会長幹事会が開催され、10クラブの会
長幹事さん20名と辻AGとの集りがございました。なかな
か他クラブの皆様と懇親ができるのもこんな機会がない
と出来ないかと思います。私が神崎年度の時に幹事をさ
せていただいた時も、他クラブの会長幹事さんと出会い

がいまだにお会いするとお互いに声を掛け合うことが出
来、とても有難く思っております。

今回も色んな方々との出会いのチャンスを頂き、とて
も素敵な1年を過ごすことが出来たと思っております。こ
んな時代、そしてコロナに悩まされた1年でしたが、時が
過ぎればそんな時に会長をやっていたんだ！スタートか
ら懇親深めるスタートが出来ませんでしたが、会員の皆
様に支えられ、勉強熱心な能勢幹事にサポート頂き、今月
が最後の例会月となります事皆様に心より感謝申し上げ
ます。

今日の例会は高畑年度の会長幹事担当（奉仕P委員会
サポート）の公開例会と、地区補助金の最終提出書類の報
告をさせていただきます。後ほど見て頂きますが、ラオス
の地区補助金事業はガバナー月信にも取り上げられ、久
保田ガバナーの有難きお言葉も頂いております。これを
機に色んな方向への奉仕活動の発信につながればと思っ
ております。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう
ございました。

■今日のお花

ヒペリカム（ヨーロッパ西部～南部）

花言葉（きらめき・悲しみは続かない）

バラ（北半球の温帯地域）

花言葉（誇り・高貴・尊敬）

■例会「コロナ禍でのオンラインを活用した奉仕活動報告」

担当：高畑幸夫会長・能勢健一幹事

高畑年度に出来た地区補助金事業のラオス農業支援のラオスとのオンラインのやり取りの画像を会員に見て頂き最
終報告としました。

今年度奉仕プロジェクト松本委員長の活躍によりラオス支援の記事がロータリーの友誌や、ガバナー月信で取り上
げられ、このコロナ化で禍での海外奉仕活動が出来たことの会員皆さんの協力の成果の報告と、4月の公開例会では一
般公開は出来なかったものの、人身売買の現実を会員や登録制ユーチューブでの配信で地域の皆様に知っていただき
たく、タウンニュースを通じ発信できることが出来ました。最後は1年の例会の抜粋報告をして例会終了となりました。
あと2回の例会、最後までよろしくお願いいたします。
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■ガバナー月信５月号（抜粋）～厚木県央RCの奉仕活動が紹介されました～
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■出席報告　＜会員38名、出席対象38名＞

5 月 28 日例会　　確定出席率 84.21％ 6 月 11 日例会　　出席 28 名　欠席 10 名　出席率 73.68％

■四つのテスト＆ソングリーダー

■スマイル発表

■出席報告

井　寛明直前会長

森　志朗君

岡見　健君


