
第 1893 回例会 

1 月 17 日 №25 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

○会長部門：櫻内会長    

     当クラブは通例、前半に事業が多く、少年野 

球・千曲川 RCとの合同例会・陽光園などの事 

業があり、後半は比較的少なくなっていたと思 

いますが、今年度は後半に「創立 40周年事業」 

    を中心に活動していくことになります。 

     また台中文心 RCとの友好クラブ締結に伴い、 

    4月には台湾訪問もあり、周年事業の一環とし 

    て「空飛ぶシューズ」では、小中高生のシュー 

    ズ集めの依頼・回収・輸送と、フィリピンへも 

行かなくてはなりません。近々、内容も詰めて 

いきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

 会員増強も現在 36 名ですので、目標 40名に 

向けて、あと 4名以上の増強もしなくてはなり 

ません。今まで声掛けしていた以外の方にも、 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             （以下、要約にて） 

人選していかなければならないかもしれません 

ので、宜しくお願い致します。公共イメージに 

ついては、「空飛ぶシューズ」をメディア関係 

にニュースリリースしていきたいと思います。 

○幹事部門：早川幹事 

「マイロータリー」への登録を進めるため、卓 

話を利用して説明をしていきたいと思います。 

○ＳＡＡ：伊倉委員長 

 ロータリーでは例会が一番重要ですので、有 

意義な楽しい例会に努め、食事時間も早めにと 

ることで、会員間の親睦を深めるようにします。 

○会計：田所委員長 

 前期は概ね予算通りで、特に奉仕会計は順調 

です。後半には 40周年事業もあり、急な支出 

にも対応できるようにしていきたいと思います。 

 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 

○クラブ管理運営・例会親睦：瀬戸委員長（原稿代読） 

 前半は概ね順調にできました。後半にも多くの 

活動が予定されていますので、引き続き委員会全 
体で取り組みたいと思います。 
 例会親睦は若手会員が多いのですが、副委員長 
を始め各々が良く動いてくれて、当日の役割分担 
もスムーズにいっています。後半もこの流れを保 
りつつ、数名の委員は親睦タスキをかけての出迎 
えを実践したいと思います。 
○会員組織・増強：田後委員長 

 今年度は、4名以上増強して 40名以上で 40周 

年を迎えることを目標にしていますが、新年度 

早々に 3名の入会後、増強ができていません。 

ぜひ実現を目指していきたいと思います。 

○ロータリー情報：瀬戸委員長（代読） 

 前半は 9月に 2回の情報集会を開催し、議題は 

会長と協議の上、「増強・規定審議会・出席率・ 

40 周年式典」の 4つのテーマを提示し、新旧会員 

が意見交換をし、有意義な会となりました。後半 

も情報集会を開催できればと思います。 

○奉仕プロジェクト（国際・職業）：黛委員長 

     4 部門を統括していますが、後半は主に 40 周年 
に関連した活動が増えてきます。国際奉仕では台 
湾訪問や、フィリピンへの空飛ぶシューズ活動が 
あります。職業奉仕は今月が月間のため、次週例 
会で地区職業奉仕委員の卓話があります。 

    ○社会・新世代：横溝委員長 

     方針、実施計画の通りです。 
    ○Ｒ財団・米山：菊地委員長 

     お蔭様で米山寄付が昨年終了しました。本来の

R 財団月間は昨年 11 月でしたが、当クラブは時

期をずらして、来月 2 月から寄付を予定していま

すが、既に数名の方にご協力頂きました。1 人 200
ドル以上が目標ですが、金額はともかく、全員の

ご協力をお願いします。 
    〇米山奨学：江成委員長 

     1 人 2 万円以上ということで、クラブ寄付と合 
せて達成できました。皆様のご協力ありがとうご 
ざいました。米山月間の卓話もカザフスタンの米 
山学友に来て頂き、大変良いお話が聞けました。 
 後半の「米山梅吉記念館」訪問予定は 40 周年 
事業もあり、次年度に申し送りたいと思います。 

 

 
 
〇公共イメージ：佐々木委員長 

 前半は少年野球や陽光園活動などを PR し、後 
半は「空飛ぶシューズ」の PR を予定しています。 
また現在、当クラブのホームページは田後会員 

のボランティアで更新して頂いていますが、他ク 
ラブではかなり充実した内容が掲載されていると 
ころもあり、今後はもう少し内容をアップできた 
らと思います。 
〇細則改正：櫻内委員長 

ようやく 2016 年度手続要覧ができましたので、 
今後クラブフォーラムを開催して、皆様の意見を 
基に見直しを図っていきたいと思います。 
〇40 周年実行：丸子委員長 

 早くも 1 月半ばとなりました。実際の開催日ま 
での準備期間は、あと 3 カ月程しかないと思いま 
す。前半では組織表を作成しましたので、今後は 
スムーズに進めて、楽しい記念式典にしていきた 
いと思っています。 

今週 19 日には各委員長・副委員長の打合せが 
ありますので、ご出席をお願い致します。 
 また 40 周年式典を会員 40 名でと掲げていま 
すが、現状では 40 名になるのか危惧を感じてい 
ます。ぜひ増強をよろしくお願い致します。 
〇櫻内会長より 

 １つ、皆様にご報告とお願いがあります。実は 
次年度青少年交換学生のホストクラブの依頼があ 
りました。まだ詳細は判っておりませんが、派遣 
される学生がハンガリーなので、ハンガリーから 
の来日予定です。学生のプロフィールは 2～3 月 
頃に届く予定です。ハンガリーですと、公用語は 
ハンガリー語ですが、基本の会話は英語でいうこ 
とです。日本語ができるかどうかは、実際に学生 
が来日してみないと判らないというのが現状のよ 
うです。 
 ホストクラブになるということは、ホストファ 
ミリーが必要です。一年間ですので、3～4 家族 
になります。もし当クラブだけで一年間のホスト 
ファミリーが無理な場合は、あらかじめ他クラブ 
にも協力をお願いするようになります。 
 来日学生が男子か女子かによって引き受けられ 
る家庭もあるかと思いますが、ぜひ皆様のご協力 
を宜しくお願い致します。 
 



 

                  

 

 

●櫻内会長、早川幹事 

①本日は「後半にむけて」のクラブ協議会です。 

各委員長には宜しくお願い致します。 

②「誕生日祝」の中里会員、中山会員、おめでと 

うございます。 

●中里 和男会員 

 誕生日のお祝を戴きました。年々若返るように 

 頑張りたいと思います。 

●丸子 勝基会員 

 スリーエムを辞め、19年間経営してきました、 

 「サンマルコ（株）」を今回、他社に譲渡し、 

 経営者生活を終了しました。この間、ロータリ 

 ーで学んだ精神が大変役立ちました。ありがと 

 うございました。 

    ●金沢 邦光会員 

     明けましておめでとうございます。本年も宜し 

     くお願いします。       

●江成 利夫会員 

①会員誕生日祝の中里会員、中山会員おめでとう 

ございます。 

②クラブ協議会担当の櫻内会長、各委員長の皆さ

ん、宜しくお願いします。 

●菊地 啓之会員 

①本年初めての出席です。宜しくお願いします。

②会員誕生日祝の中山会員、中里会員、おめでと 

うございます。    

●竹田 繁会員 

中山会員、中里会員、会員誕生日おめでとうご 

ざいます。 

●阿部 毅会員 

①あと半年、本日のクラブ協議会関係者の皆様、 

宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の中里会員、中山会員、おめでと 

うございます。 

●田後 隆二会員 

①誕生日のお祝、おめでとうございます。 

②年度後半、増強よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

●伊倉 正光会員 

①今年初めての例会出席です。今年も宜しくお願 

い致します。 

②中山さん、中里さん、会員誕生日祝おめでとう 

ございます。 

●横溝 志華会員 

①皆様、今年も宜しくお願い致します。 

②本日お祝の中山会員、中里会員、おめでとうご 

 ざいます。 

●冣住 悦子会員 

①中山さん、中里さん、会員誕生日祝おめでとう 

ございます。 

②会長、クラブ協議会よろしくお願いします。 

●大坪 征弘会員 

①先週は欠席してしまい、申し訳ありません。 

②中山会員、中里会員、おめでとうございます。 

●大塚 正浩会員 

1月お祝の中山会員、中里会員、お誕生日おめ 

でとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②先週お休みだったので、本日が今年の初例会 

 です。本年も宜しくお願い致します。 

●諸隈 武会員 

中山会員、中里会員、誕生日祝おめでとうござ 

います。 

●小崎 直利会員 

①1月お誕生日の中里会員、中山会員、おめでと 

 うございます。 

②丸子会員、19年間お疲れ様でした。今後とも、 

 いろいろとアドバイスをお願い致します。 

●藤本 恵介会員、池之上 和哉会員 

今月誕生日祝の中里会員、中山会員、おめでと 

うございます。 

●佐々木 敏尚会員 

本日お祝の中里さん、中山さん、おめでとうご 

ざいます！ 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年明けから暖かかった日が続いていましたが、 

ここにきて急に寒い日が続いており、西日本から 

北陸、東北にかけては寒波が襲っています。 

私は消防団員なのですが、最近は救急無線が１

日に 3～4 件入ってくることがあり、特に早朝と

夕方に急変される方が多いようですので、皆様も

お身体には充分に気をつけて下さい。 

 年度も後半に入ってくると、行事もほぼ終わっ 

てきまして、会長の時間も話の引き出しがなくな 

ってまいりました。本日は例会後、クラブ協議会 

「後半の活動に向けて」がございます。その協議 

会の中で、後半に向けてではありませんが重要な 

件ですので、少し次年度青少年交換学生のことに 

ついてお話させて頂きたいと思います。 

 来月 2月 4日（土）には第 5グループＩＭが開 

催され、3月には次年度 PETS（会長エレクト研修 

セミナー）も始まり、4月には地区研修協議会が 

開催されます。本来であれば、後半は次年度モー 

ドで少し楽になるのですが、今年 5月 27 日には 

創立 40周年事業が控えていますので、気を引き 

締めてまいりますので、宜しくお願い致します。

また本日は、今年最初の定例理事会もありますの

で、メンバーの方はご出席をお願い致します。 

 

 

〇国際奉仕委員会－黛委員長 

今年 4月の台湾・台中文心 RC訪問について 

    先週、メールや FAXなどでご連絡しましたが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月末までに航空チケットの手配をしたいと思い 

ますので、再度、出欠表を回覧しております。ま 

た参加者はパスポートのご準備もお願い致します。 

基本日程は 4月 21日（金）～23日（日）です 

が、延泊などのアレンジも可能です。（概要にて） 

 

〇インターアクト委員会－豊岡委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は光明学園インターアクト顧問で、音楽教 

師の金子先生が出されたＣＤをバックに報告させ 

て頂きます（～♪）。 インターアクトでは年間に 

2つの大きな行事があります。1つは 12月の台湾 

研修旅行で、もう１つが 3月の一泊研修会です。 

一泊研修会には各クラブからの会員も参加します。 

 今年度のこの一泊研修会では、正・副実行委員 

長を光明学園の生徒が務めますので、ぜひ皆様も 

ご参加頂ければと思います。 

 また次年度では、11月のインターアクト年次 

大会のホスト高校が光明学園に決定しています。 

インターアクトは学校の新学期に合わせ、4月か 

ら新年度の活動が始まります。↗ 

 



 

 

当クラブの次年度インターアクト委員長を、私

が担当するかどうか、まだ決まっておりませんが、 

準備もしていきたいと思っています。（概要にて） 

 

〇増強ショートスピーチ－田後委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前半では毎例会ごとに、スピーチをありがとう 

    ございました。また同じ方にお願いする場合もあ 

    るかもしれませんが、後半は新会員の方を中心に 

    お願いしたいと思います。 

     新会員の方には、増強候補者のお話よりも自分 

が誘われた時の言葉とか、入会して感じたことな 

どを主にスピーチ頂ければと思います。宜しくお 

願い致します。（概要にて掲載） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ・阿部  毅会員 第５回マルチプル米山功労者 

    ・瀬戸 裕昭会員 第２回マルチプル米山功労者 

    ・江成 利夫会員 第２回マルチプル米山功労者 

 

      ご協力ありがとうございました！ 

 
 

 
 
＜理事会報告＞ 

①上半期収支決算報告の件。 

 一般会計残高   ９５２，５５２円 

 奉仕会計残高 １，１１３，９１４円 

②年末家族例会収支報告の件。 

 収入：（会員・家族会費）３３９，０００円 

 支出：５０３，４４０円（パーティー費、子供菓子代、 

演奏謝礼、ビンゴ景品代） 

 差引不足額：１６４，４４０円はクラブ負担にて。 

③ガバナー事務所より、日本青少年委員会を他地区 

合同奉仕活動に承認依頼の件。 

地区内の 2/3 以上の賛成が必要となるため、賛成 

にて承認し、同意書を提出。 

④千曲川ＲＣ 創立３０周年式典日程の件。 

  ４月２３日（日）にて連絡あり。（時間、会場などの 

  詳細は未定） 

  台湾・台中文心 RC 訪問中により、会長代理とし 

  て豊岡直前会長に依頼。（参加者は後日検討） 

⑤次年度青少年交換学生の受入れクラブの件。 

  ハンガリーから来日予定（今年７～８月頃） 

  受入れホストクラブを承認。 

⑥ホームページの更新謝礼の件。 

 年間５万円でお願いする。 

⑦松尾会員より休会届の提出。 

  今年１月～６月までの半年間の休会を承認。 

 

 

  

2017-18 年度 RI 会長 

イアン H.S.ライズリー氏 

（サンドリンガム RC、 

オーストラリア） 

 

会計士であるライズリ 

ー氏は、オーストラリア 

国内外の企業会計を専門 

とする Ian Riseley and Co.の社長を務め、国際 

関係に強い関心を寄せています。2002年には東チ 

モールでの活動を称えられ、オーストラリア政府 

より「AusAID Peacebuilder Award」を受賞。200 

6年にはオーストラリアの地域社会への貢献が認 

められて、オーストラリア勲章を受けました。 

 



 
 

 

    報告事項 

    １．第 2780 地区ガバナー事務所より 

①社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー開催の件 

下記にてセミナーを開催しますので、対象者の 

皆様にはご出席を宜しくお願い致します。 

日時：1月 28日（土）15:00～17:30 

場所：アイクロス湘南  登録締切：1月 20日 

対象者：会長エレクト、奉仕プロジェクト委員 

長、3年未満の新会員 

２．国際ロータリー日本事務局より、2016 年度 

手続要覧（日本語版）発刊にあたり 

     2017 年 1月中旬以降に印刷が完了予定です。つ 

きましては、各クラブで注文冊数を取りまとめ 

の上、WEBフォームより申込み下さい。1月下 

旬以降、順次発送となります。 

３．米山記念奨学会より感謝状送付の件 

     阿部毅会員に第 5回マルチプル米山功労者、瀬 

戸裕昭会員と江成俊夫会員に第 2回マルチプル 

米山功労者の感謝状が届きました。 

 

※「相模原南ＲＣとの合同夜間例会(1/31)」と、 

 「台湾・台中文心ＲＣ周年式典」の出欠表を回 

覧（詳細は回覧を参考）しております。次週 

24 日例会までに出欠のご記入をお願いします。 

 

    例会プログラム 

    １月２４日ゲスト卓話「職業奉仕月間にあたり」 

          地区職業奉仕委員 一ノ瀬 裕氏 

      ３１日移動例会・相模原南ＲＣとの合同例会 

          18:30 点鐘 「敦煌酒楼」にて 

  ２月 ７日→４日（土）移動例会・第５グループＩＭ 

        10:30～12:00 記念講演 

        13:30～16:30 ＩＭ本会議 

        「ミウィ橋本・杜のホールはしもと」 

 

       

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中山 徹男会員 １月１５日 

・中里 和男会員 １月３０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  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大坪 征弘会員    

 

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 ２８名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(12/20) 

４名 ８７．５％ ９４．１２％ 


