
第 1889 回例会 

12 月 6 日 №21 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

櫻内会長（議長）： 

これより定款第 6 条第 2 節により、「次年度 
理事役員の選出と承認」のための年次総会を行 
います。クラブ細則第 5 条第 3 節により、総会 
の定足数は会員総数の 3 分の 1 とあり、本日の 
出席者は 26 名にて、本総会は成立致します。 
では、金沢指名委員長より候補者の発表をお 

願い致します。 
金沢指名委員長：   

㝡住会長エレクトの原案に基づいて、協議さ 
せて頂きました。これより発表致します。 

＜次年度理事役員候補者名の発表＞ 
     櫻内会長（議長）： 

      では、ただ今発表頂いた候補者の賛否を採り 
ます。クラブ細則第 7 条により、挙手にて採決 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とさせて頂きます。賛成頂ける方は挙手をお願 
い致します。（挙手を確認） 
賛成多数により、次年度理事役員は承認され 

ました。では次年度理事役員を代表して、㝡住 
会長エレクトよりご挨拶をお願い致します。 
㝡住会長エレクト：   

 ご承認頂き、有難うございました。今年度は 
創立 40 周年や台湾との友好クラブ締結など大き 
な行事があり、次年度も第 5 グループから大谷 
ガバナー、そして当クラブから金沢会員がガバ 
ナー補佐として出ますので、今まで以上に積極 
的に関わっていかなればならないかと思います。 
ぜひ会員皆様のご支援を宜しくお願いします。 

また何か、次年度に対してのご意見や要望など 
ありましたら、どんどん言って下さい。 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



     

 

櫻内会長（議長）： 

以上にて年次総会を終了致します。皆様には 
ご協力ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     いよいよ 12月に入り、師走という言葉が聞か 

れるようになってきました。皆さん、公私共にご 

    多忙と思いますが、お体に気をつけて頂きたいと 

思います。また車の事故のニュースが多くなって 

 

 

 

おりますが、暮れになると 

尚、増えてまいりますので 

お気をつけ下さい。 

 先週は例会取止めでした 

ので、会員有志の懇親会を 

開催しました。16名のご参 

加を頂き、大変楽しい会で 

ありました。 

 さて前回の例会で、時間 

の関係で報告できなかった「インターアクト年次 

大会」の報告を致します。 

11月 19日（土）に相模原南市民ホールで開催 

され、ホスト校が麻溝台高校インターアクトクラ 

ブ、提唱クラブが相模原西 RCでした。開催時間 

が例年と違い、14:10 に開始され、大会テーマ 
『Smiling～笑顔の輪を広げよう～』との内容で 
始まりました。 
各校の活動報告を行い、パネルディスカッショ 

ンも取り入れ、活発な討議もされていました。17 
時に閉会で、次年度ホスト校である光明学園相模 
原高校の生徒が挨拶されていましたが、次年度は 
私共がホストクラブになります。宜しくお願い致 
します。 
そして本日例会終了後に年次総会がございます。 

早いもので次年度の役員理事候補者の発表があり、 
私もあまり残りの例会回数を数えないようにして 
いたのですが、今日数えてしまいました。今日を 
入れて、後 26 回でした。 
 
 

瀬戸 裕昭 

             私は地元が伊勢原な 

            ので、相模原にはあま 

            り縁がなくて、友人や 

            知人も少なく、顧客も 

            相模原以外に多くおり 

            ます。 

             ですが先日、1名の 

            税理士の方を紹介して 

頂きました。じつは、その方の個人的な集まりに 

行くことになりまして、その会の繋がりで、いろ 

いろな方と面識を得てこようと思っています。 

（概要にて掲載） 

役員（〇印は理事兼務） 

〇会長 㝡住 悦子 

〇会長エレクト 早川 正彦 

〇副会長 横溝 志華 

〇直前会長 櫻内 康裕 

 幹 事 横溝 志華 

 会場監督 黛  裕治 

 会 計 丸子 勝基 

 副幹事 佐々木 敏尚 

理 事 

クラブ管理運営委員長 豊岡  淳 

会員組織委員長 阿部  毅 

奉仕プロジェクト委員長 江成 利夫 

Ｒ財団・米山委員長 伊倉 正光 

公共イメージ委員長 小崎 直利 

 



  

 

     

 

●原 幹朗君、鈴木 洋子さん（相模原橋本ＲＣ） 

     本日は IMのキャンペーンで参りました。更なるご指 

導と多くのご参加をお願い致します。 

      ●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

        12 月からグリーン RC も市民会館が例会場となりま 

        した。メイクお待ちしております。また本日は宜しく 

        お願い申し上げます。 

●櫻内会長、早川幹事 

①本日は年次総会です。金沢指名委員長、よろしく 

お願いします。 

②「会員誕生日祝」、「ご夫人誕生日祝」の皆様、本 

日はおめでとうございます。 

      ●阿部 毅会員 

      ①橋本 RC の原会員、鈴木会員、IMのご案内ご苦労 

様です。 

      ②今月、会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の皆様、お 

めでとうございます 

      ③妻の誕生日を祝って下さり、ありがとうございます。 

      ●江成 利夫会員 

      ①会員誕生日祝・ご夫人誕生日祝を受けられる方々、

おめでとうございます。 

      ②家内の誕生日祝を戴き、有難うございます。 

        ●川合 貞義会員 

        誕生日お祝ありがとうございます。年はとるのでは 

なく、重ねています。重ねると何となく、また何かと 

会えるような気がして、希望が持てるような気がしま 

す。今後共よろしくご指導の程、お願いします。 

      ●黛 裕治会員 

      ①1２月の会員とご夫人誕生日祝の皆様、大変おめ 

でとうございます。 

      ②お祝を戴き、ありがとうございます。 

●金沢 邦光会員 

        次年度理事役員の発表をします。ご承認のほど、 

        宜しくお願いします。 

      ●永保 固紀会員 

①久し振りの例会です。 

②グリーン RC の中村さん、ようこそ。 

      ●田後 隆二会員 

      ①お祝の皆様、おめでとうございます。 

      ②次年度理事役員の皆様、よろしくお願いします。 

      ③瀬戸さん、増強スピーチありがとうございました。 

 

      

●田所 毅会員、老沼 秀夫会員 

会員誕生日とご夫人誕生日祝の皆さん、おめでと 

  うございます。 

●小野 孝会員 

誕生日祝の川合さん、黛さん、加賀さん、またご夫 

人誕生日祝の江成さん、櫻内さん、阿部さん、竹 

田さん、中山さん、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

  本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●藤本 恵介会員 

①今月お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②先日は懇親会、お疲れ様でした。二次会のお釣り 

  をスマイルさせて頂きます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①相模原橋本 RC よりお越しの原様、鈴木様、ＩＭ 

  キャラバン隊、ご苦労様です。 

②相模原グリーンＲＣの中村様、ようこそ。 

③会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝を受けられる会員 

  の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①相模原橋本 RC より IM のご挨拶、ご苦労様です。 

②会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の会員の皆様、 

おめでとうございます。 

●㝡住 悦子会員 

①12 月会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、お 

  めでとうございます。 

②橋本 RC 様、IM のご案内、宜しくお願いします。 

③皆様、総会での次年度役員の承認、宜しくお願い 

 します。 

●大坪 征弘会員 

 誕生日祝の皆様、ご夫人誕生日祝の皆様、おめ 

  でとうございます。 

●小崎 直利会員 

①相模原橋本 RC の皆様、お疲れ様です。 

②12 月お誕生日、ご夫人お誕生日のお祝の皆様、 

おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①12 月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②相模原橋本 RC より IM のご挨拶ご苦労様です。 

 宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①12 月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②本日所用のため、途中退席させて頂きます。 



 
 

   
 

    原 幹朗君、鈴木 洋子さん 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    日時：2017 年 2 月 4 日（土）10:30～記念講演（寺島 

実郎氏、一般公開） 12:30～19:00 IM 

場所：ミウィ橋本 「杜のホールはしもと」  

報告事項 
1.第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ガバナー月信原稿依頼の件 

     月信 7号（1/1 日号）に第 5グループ各クラブ 

の紹介を掲載したく、下記にてご提出下さい。 

原稿字数：400字程度 締切：12月 13日必着 

写真：2～3枚（活動様子のわかるような写真） 

②職業奉仕月間卓話者派遣と機材準備のお願い 

     来年 1月の職業奉仕月間の卓話者が決定しまし 

たので、ご連絡致します。当日はパワーポイン 

トを使用しますので、機材をご準備下さい。 

     卓話日：1月 24 日（火）例会   

卓話者：一ノ瀬 裕氏（相模原南 RC） 

    ③次年度地区カレンダー作成の件 

2017年 7月～2018年 6月に予定のクラブ行事 

と次年度会長・幹事のお名前をご記入の上、 

ご提出下さい。締切日：12 月 22 日 

例会プログラム 

    １２月１３日「イニシェイションスピーチ」 

       諸隈 武会員、大塚 正浩会員 
 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員誕生日祝 

・川合 貞義会員 １２月１１日 ・加賀 治夫会員 １２月２９日 

・黛  裕治会員 １２月２７日 

〇ご夫人誕生日祝 

・江成 利夫ご夫人 １２月 ４日  

・櫻内 康裕ご夫人 １２月 ５日 

・阿部  毅ご夫人 １２月１０日 

・竹田  繁ご夫人 １２月１９日 

・中山 徹男ご夫人 １２月２６日 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  伊倉 正光 ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員 

ビジター  中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

      原  幹朗君（相模原橋本ＲＣ） 

      鈴木 洋子さん（  〃   ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上 和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 26名） 事前メイク者 

３６名 ２６名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/15) 

５名 ８３．８７％ ９６．７７％ 


