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●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

    〇実行委員会－丸子実行委員長 

今日は山崎会員からチョコレートを戴き、あ

りがとうございました。私だけかなと思ってい 

    たのですが、全員に渡されていました！ 

     では本日のフォーラムは、これまで各委員会

の委員長と副委員長との打合せを 2回程行いま

したので、その報告をまずお願い致します。 

    〇記念事業委員会－豊岡委員長 

     資料の式典次第（案）では、当クラブの奉仕

事業を約 20 分間で披露する訳ですが、創立か

らの 40 年間か、ある区切りの期間のみにする

のか検討中です。古い事業では写真やデーター

が無いものもあり、選抜しなければなりません。 

    また、“空飛ぶシューズ”プロジェクトも現在 

 

     

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (以下、概要にて掲載） 
卒業式のタイミングで、これからシューズを集 
めたり、4 月には台湾・台中文心 RC 訪問があ 
ったりで、フィリピンに持参できるのは 5 月連 
休明けの予定で周年式典の直前となり、記念事 
業をまとめるのに時間的に厳しい面があります。 
〇記念誌委員会－田後委員長 

 一番、人数的に欲しい部門かと思います。こ 
れまで作成した 5、10、15、25、30 周年記念 
誌を参考にしていますが、記録紙的な面が強い 
ようですので、30～40 年間をメインに、当日 
の式典の様子も含めて作成予定です。 
 またメインの記念誌は後日配布として、別に 
当日分も 10 ページ程度のものを用意します。 
後日配布分は当初、予算の関係で DVD 作成の 
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    予定でしたが、印刷物でも経費はほとんど変わら 

ないので、A4サイズでカラー印刷の予定です。 

    記念誌には全会員の写真も掲載します。その際は 

お気に入りの写真を後日、ご用意下さい。 

    〇友好クラブ委員会－黛委員長 

     一応、台湾から約 30 名、韓国から約 5名、千 

曲川 RCから約 5名程度の出席者を予想していま 

すが、これから正確な人数の把握や締結書の確認 

などしていきます。また、海外からは式典前日に 

来日されますので、ウエルカムパーティーなどの 

セッティングも必要かと思います。 

    〇式典委員会－永保委員長 

     式典を担当する上で、当委員会は４部門に細分 

化しています。本日の式典次第（案）により、タ 

イムスケジュールが決定しましたので、これを前 

提に動きます。まだ各部門ごとの打合せも一度も 

していないので、3月に実施する予定です。 

     一部の内容は、実行委員会や他委員会とも協議 

    する必要があり、今後は時間的に追われる部分も

あるかと思います。 

     式典当日に手の空いている委員会は、会場設営

や案内などをお手伝い下さい。また式典のリハー

サルを、当初はセンチュリーホテルで行う予定で

したが、会場使用料が高いため、5月の例会時に、

この例会場にて行う予定です。 

    〇丸子実行委員長より 

     ただ今、４つの委員会より概略を報告して頂き 

    ましたが、何か質問やご意見はあるでしょうか？ 

     近隣の各クラブには、10名以上の登録と出席を 

    依頼しますので、大変にぎやかなセレモニーにな 

    るかと思います。今後は毎月 1回、例会でのフォ

ーラム形式で打合せを行っていきます。 

    〇櫻内会長より 

     実行委員会の 2回の打合せに参加されていない

会員は本日初めて概要を聞いて、まだ判らない部

分もあるかと思います。私自身もクラブで内輪で

行った 35 周年記念式典の経験しかないので、こ

うした大きな周年事業は始めてで、規模が実感で

きておりません。 

     他にも海外からのクラブには、通訳の手配など

も必要かと思います。今日が初めてのフォーラム 

    でしたが、今後ともご協力を宜しくお願いします。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日の相模原南 RCとの合同例会は如何でした 

でしょうか。大変多くの方に参加頂きまして有難 

うございました。佐藤ガバナー補佐や、南 RCの 

大谷ガバナーエレクトも忙しい中、参加して頂き 

ました。また、第 1～9グループのガバナー補佐 

エレクトも参加されまして、少し大事になってし 

まいましたが、聞くところでは良い合同例会だっ 

たと言われました。たまには、合同例会を行うの 

も他クラブの方々と懇親もできて、大変有意義な 

時間だったと思います。 

 次に相模原橋本 RCのＩＭも 2月 4日に行われ、 

20名の出席を頂きました。午前中からの記念講 

演で、寺島実郎さんに続き、午後からＩＭ本会議 

と懇親会でした。橋本 RCも発足 3年目のＩＭ担 

当でしたが、大変立派なＩＭだったと思います。 

 青少年交換留学生の速報ですが、ハンガリーの 

男子生徒で、お父様もロータリアン、兄弟も留学 

生だと聞いており、大変立派なご家庭ではないか 

と思います。 

 本日のクラブフォーラムは、40周年記念事業 

に向けて、これから毎月実施しますが、各委員会 

が少しずつ動き出しましたので確認を含め、また 

意見を出し合いながら、良い 40周年にしていき 

たいと思っています。宜しくお願い致します。 

 

〇増強ショートスピーチ     中山 徹男 

 入会して約 1年 4カ月が 

経ち、親睦委員として少し 

早めに会場に来て、お手伝 

いをしています。まだ積極 

的な増強はできませんが、 

 



 

 

    自分のお客様には、ロータリークラブに入会した 

ことをお伝えしています。いずれは声を掛けて、 

増強のお役に立てればと思います。（概要にて） 

    〇インターアクト委員会   豊岡 IAC 委員長 

     今回の一泊研修会では光明 

    学園相模原高校が正・副委員 

    長を担当し、次年度の年次大 

    会ではホスト校となりますの 

    で、もっと高校との交流を深 

めたいと思っています。 

一泊研修会というハードルが高いですが、日帰 

りでどちらか一日の参加でも結構ですので、ぜひ 

多くの会員にご参加頂ければと思います。 

  （※詳細は「本日のお知らせ」をご参照） 

 

＜理事会報告＞ 

    ①新米山奨学生カウンセラー選出の件。 

     期間：2017年 4月～2019年 3月（2年間） 

     阪西 貴子会員に依頼する。 

    ②台湾・台中文心 RCより、周年式典登録料の件。 

     台中文心 RCは 1,000 台湾ドル（約 3,700 円）、 

     当クラブは 1万円（約 2,800 台湾ドル）となる 

ため、登録料込で 15 万円をお祝金として持参 

する（国際奉仕予算にて負担）、台中文心 RCに 

は 30名参加予定として、1人 5,000円（約 1,500 

台湾ドル）で依頼する。 

③千曲川ＲＣ30周年式典の件。 

     4月 23日（日）「篠屋旅館」にて開催予定。 

当クラブは台湾訪問と重なるため、豊岡パスト 

会長（会長代理にて）ほか 2～3名が出席予定。 

     お祝金は 5万円とする。（クラブにて負担） 

  
 

 
●櫻内会長、早川幹事 
①本日のクラブフォーラム、丸子実行委員長、瀬 

戸副委員長、宜しくお願い致します。今期の重 
要な企画です。皆様、宜しくお願い致します。 

②（早川より）会員誕生日祝、ありがとうござい 
ました。54 才になりました 

    ●甲斐 美利会員 
    ①久し振りに例会出席です。スマイルします。 
    ②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

 
 
●丸子 勝基会員 
 本日は「創立 40 周年記念式典について」のフ 
ォーラムです。5 月 27 日に向けて、皆さんの 
ご協力よろしくお願い致します。 

●小野 孝会員 
 誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでとうご 
 ざいます。 
●江成 利夫会員 
①クラブフォーラムの丸子実行委員長、よろしく 
 お願いします。 
②会員誕生日祝の早川会員、横溝会員、おめでと 
うございます。 

●阿部 毅会員 
①本日のクラブフォーラム、丸子実行委員長、宜 
しくお願い致します。 

②会員誕生日をお迎えの早川会員、横溝会員、お 
 めでとうございます。 
●田後 隆二会員 
①丸子委員長、クラブフォーラムよろしくお願い 
します。 

②中山さん、増強スピーチありがとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①早川さん、横溝さん、誕生日祝おめでとうござ 
 います。 
②久し振りの例会出席になります。宜しくお願い 
 致します。 
●大井 達会員 

①早川さん、横溝さん、お誕生日おめでとうござ 

 います。 

②40周年記念式典、着実に近づいてきているよう 

 ですが、まだ他人事のようでいます。今日を機 

会にスイッチを入れないといけません。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日、会員誕生日祝の早川さん、横溝さん、お 

 めでとうございます。 

●池之上会員、中山会員、藤本会員、瀬戸会員、 

 㝡住会員 

①本日、誕生日祝を受けられる早川会員、横溝会 

 員、おめでとうございます。 

②丸子 40周年記念式典実行委員長、本日のフォ 

ーラムよろしくお願い致します。 

③山崎会員、お心遣い有難うございます。皆さん、 

 笑みがこぼれていました！ 



 
 

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①米山奨学生世話クラブとカウンセラーご依頼 

2017年度も合計 28名の奨学生を迎えることに 

なりました。大学で選抜された優秀な留学生で 

すので世話クラブをお引き受け頂き、またカウ 

ンセラーは米山事業を、多くの会員に理解頂く 

ため、初めて経験する方を選出頂き、2月 27日 

までにご連絡下さい。受入れは 5 月より実施。 

奨学生名：張 珣（チョウ シュン）さん、女性   

国籍：中国  大学：麻布大学（博士２年）  

奨学期間：2017 年 4月～2019年 3月（2年間） 

②「女性会員増強のためのセミナー」ご案内 

     地区大会での RI会長代理・舟木いさ子様（東 

京白金 RC）と、元 RI 理事の小沢様を講師にお 

迎えし、情報交換と交流の趣旨で開催致します。 

     日時：3月 4日（土）13:00～15:30  

 場所：ホテルメルキュール横須賀 

     会費：2,000円（ケーキ・飲物代）対象者：会 

長、幹事、会員増強委員長、女性会員 

③次年度指導者への「公共イメージセミナー」 

     次年度会長、幹事、公共イメージ委員長を始め、  

     できれば 3名以上の登録をお願い致します。 

     日時：3月 8日（水）セミナー14:30～ 懇談会 

17:00～ 場所：藤沢商工会館ミナパーク   

登録料：3,000円（懇談会出欠に関わらず負担） 

④インターアクト一泊研修会ご参加のお願い 

インターアクトとの交流を織り込んだ、プログ 

ラムを準備しており、提唱クラブにはご参加を 

お願い致します。また提唱クラブは、クラブと 

インターアクト参加者の費用をご負担下さい。 

日時：3月 25（土）～26（日）※日帰り可 

場所：厚木市立七沢自然ふれあいセンター  

費用：ロータリアン、顧問教諭（宿泊６千円、

日帰り３千円）インターアクター1,000円 

       

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早川 正彦会員 ２月１４日 

・横溝 志華会員 ２月２４日 

 

例会プログラム 

２月２１日ゲスト卓話 相模原警察署 

  ２８日卓話 中山 徹男会員 

３月 ７日卓話 藤本 恵介会員 

     定例理事役員会 

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 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/31) 

２名 ９３．５５％ ９４．１２％ 


