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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 

資料をいくつかお渡ししておりますが、式典 
の内容的な部分はほぼ出来上がっております。 
本日お配りしました、各クラブへ今月末から

4 月初めにかけて PR 訪問するキャンペーン表

は、私の判断で振り分けさせて頂きましたが、

もし当日ご都合のつかない方は申し出下さい。 
 またキャンペーンに伺う際には、式典リーフ 
レットを持参して頂きますが、小崎会員がお忙 
しい中、３つの見本を作ってくれました。どの 
案もそれぞれ良いデザインなのですが、この中 
の１つに決定致します。では小崎会員から３つ 
の案について簡単にご紹介お願い致します。 
＜小崎会員より A～C 案の説明＞ 

 

        

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （要約にて掲載） 
 これから見本を回覧し、後程、ご参考までに 
皆さんの意見を伺いたいと思いますが、最終的 
には会長と私とで決定させて頂きたいと思って 
います?! 宜しくご了承下さい。 
では、各委員会の委員長より経過報告をお願 

い致します。 
〇記念事業委員会－高本副委員長 

 資料の「主な奉仕事業」をご確認下さい。こ 
の 40 年間の奉仕事業で、年度ごとの主な事業 
をピックアップしました。先日の実行委員会打 
合せで式典時間の関係上、この中から 16 事業 
を選出しました。それをプロジェクターを使い、 
プレゼン的な紹介を行います。ナレーションは 
豊岡委員長が担当され、映像で流していきます。 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 
     16 項目の選出方法は、まずデーター（写真）が 

無いものは映像化できませんので除外し、実行委 
員会の意見を参考に決定しました。 

今後は、事務局でデーターや写真を整理して頂 
き、豊岡委員長にナレーションを作成して頂き、

5 月頃には一度、例会でのリハーサルを予定して

います。 
＜瀬戸副実行委員長より、選出した 16 事業紹介＞ 

 
〇記念誌委員会－小崎副委員長 

     記念誌の内容は、田後委員長を中心にまとめて 
いますが、当日配布するパンフレット（8～10 ペ 
ージ）の作製を先に進めています。 
全会員の顔写真は、後日配布する記念誌に掲載 

予定ですが、もし当日用パンフレットに掲載とな 
る場合はまた改めてご連絡します。一応、急ぎま 
せんが、皆様には顔写真のご用意をお願いします。 

 
○姉妹クラブ委員会－黛委員長 

     特に先月から大きな動きはありません。式次第 
では、15 分間の中で 2 つのクラブと友好クラブ締 
結式や両クラブ会長の挨拶もありますので、この 
時間内にいかに効率的に進めていくのかシュミ 
レーションなども実施予定です。 
〇姉妹クラブ委員会－阿部副委員長 

締結式の中では、更に韓国・龍仁 RC パスト会 
長の全培錫氏に永年の貢献に対して、感謝状贈呈 
を予定しています。 

また式典前日の 5 月 26 日には、韓国と台湾の 
方々の歓迎会を行いますので、相模大野駅近辺で 
40～50 人程が収容できるお店を探しています。会 
長、幹事にも当って頂いておりますが、もし心当 
たりのある方は教えて下さい。 
尚、台湾は日本語ができる方も多いので、心配 

ないのですが、韓国は参加者が 2～3名程度なら、

全氏にお願いして、それ以上となる場合は通訳を

1 名依頼する予定です。 
 また台湾の方々について、式典当日の午前中や 
翌日に観光案内を予定しておりましたが、送られ

てきた日程表を見ますと、既に旅行社で 27 日午

前中は横浜中華街、翌 28 日は鎌倉・箱根観光と 
なっていますので、手配は必要なくなりました。 
 

 
 
〇式典委員会－江成副委員長 

 式次第もほぼ決定しましたので、今月 23 日に、 
に、式典部門と祝賀部門の打合せを行います。 
既に通知済みですが、各担当部門の方はご出席を 
お願い致します。 

またアトラクションについて、いろいろご提案 
を頂きましたが、海外からの参加者も多いので、 
式典の永保委員長から“獅子舞い”という提案が 
あって、現在当っております。 
〇櫻内会長より 

 今年 1 月から実行委員会を毎月 1 回行い、既に 
3 カ月経ちました。周年式典まで残り 2 ヵ月余り 
ですので、忙しくなるかと思いますが、宜しくご 
協力お願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、金沢ガバナー補佐エレクトと冣住会長 

エレクトは PETS に出席しておりますので、不在 

となっており、いよいよ次年度に向けてスタート 

となってまいりました。 

先週、冣住会員、豊岡会員、池之上会員が次年 

度インターアクト年次大会の件で、光明学園相模 

原高校の石澤先生と金子先生との打合せに行って 

きました。次年度は光明学園が担当となりますの 

で、当クラブも協力していかなければなりません。 

よろしくお願い致します。 

私も遅れて合流しましたが、「空飛ぶシューズ 

プロジェクト」の件では、光明学園では 106足が 

集まったとの報告がありました。また現地・フィ 

リピン訪問の件では、まだ確定はしておりません 

が、卒業生 3名の候補者で検討中とのことです。 

 



   

 

     先日、小・中学校へシューズを入れる段ボール 
    箱を配りました。各学校にも協力して頂くのです 
    が、それぞれの先生の受け止め方に温度差がある 
    ものの、集まると良いですねという言葉も頂いて 
    おり、既に 2 箱集まっている学校もありました。 
     今後、回収日や収納などの日取りが決まり次第、 
    会員皆様にお手伝いのご協力をお願い致します。 
    また、この時にはメディア関係にもプレスリリー 
    スを出したいと思います。 
     先週の理事会の決定事項で青少年交換留学生、 

ハンガリーから男子学生について、第一ホストフ 
ァミリーは川合会員にお願いし、カウンセラーは

いろいろと検討しましたが、私（櫻内）が受ける

こととなりましたので、宜しくお願いします。 
明後日 16 日の午後に、受け入れをして頂く桜

美林高校へ、佐藤ガバナー補佐と相模原大野 RC
の座間さんと私の 3 名で挨拶に行ってまいります。 
 次に、ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞｲﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ（クラ 
ブ法人カード）申込の件も作ることで承認され、 
カード代表者名は幹事（早川会員）にすることで、 
最長有効期限（3 年）となります。 
 最後に 3 月 28 日は夜間例会となります。会員 
増強で入会候補者がいましたら、ぜひ夜間例会に 

    誘って頂きたく、宜しくお願い致します。 
 

 

相模原ＲＣ           松崎 英剛 

     相模原 RCで提唱しているローターアクトクラ 

ブのご紹介で伺いました。因みに、ローターアク 

トをご存知の方はどの位いらっしゃいますか？  

     やはりベテラン会員の方が多いようですので、 

簡単にご説明させて頂きます。中 RC ではインタ 

ーアクトを提唱されており、インターは高校単位 

で構成されますが、ローターはその上の 18～30 

才の会員で構成されます。当地区のインター会員 

数は約 200名ですが、ローターは僅か 20数名で、

実質的な活動をしている会員は 10数名です。 

     相模原 RCではローターアクトの例会に毎回、 

    2名の会員が出席して、卓話などをしています。 

例会の写真を持参しましたので、ご参考頂き、 

ローターの例会出席もメイクになりますので、ぜ 

ひご出席頂ければと思います。 （概要にて掲載） 

 

 
 

 
 

●松崎 英剛君（相模原ＲＣ） 

 こんにちは。相模原ＲＣの松崎でございます。 

本日は、ローターアクトクラブのご紹介に参り 

ました。よろしくお願い致します。 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

今週も中 RCの皆様にお世話になります。よろ 

しくお願い申し上げます。ちなみに、グリーン 

RCの例会には仕事の都合で、ここ 1か月出席し 

ておりません。 

●櫻内会長、早川幹事 

①4月、5月と台湾、フィリピンと訪問が続きま 

す。忙しいと思いますが、皆さん宜しくお願い 

致します。 

②本日のクラブフォーラムは「創立 40周年記念 

式典について」です。丸子実行委員長、瀬戸副 

実行委員長、宜しくお願い致します。 

●丸子 勝基会員 

 本日のフォーラム、宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

 クラブフォーラム担当の丸子さん、瀬戸さん、 

よろしく。 

●江成 利夫会員 

 クラブフォーラム担当の丸子実行委員長、瀬戸 

副実行委員長、宜しくお願いします。 

●横溝 志華会員、菊地 啓之会員 

本日のクラブフォーラム、丸子実行委員長、 

瀬戸副実行委員長、お願い致します。 

●瀬戸 裕昭会員、池之上 和哉会員 

 相模原グリーン RCよりお越しの中村様、相模 

 原 RCよりお越しの松崎様、ようこそ！ 

●伊倉 正光会員 

 丸子委員長、瀬戸副委員長、本日のクラブフォ 

ーラム、宜しくお願い致します。 

●大井 達会員 

①松崎様、中村様、ようこそいらっしゃいました。 

②丸子委員長、瀬戸副実行委員長、フォーラム宜 

しくお願いします。 

本日のスマイル額  １３，０００円 

今年度の累計額  ８５１，３３５円 

 

 



 
 

 

 

 

      おりません 

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2017 年度新米山奨学生オリエンテーション開 

催のご案内 

新米山奨学生及び継続学生と、カウンセラーの

ためのオリエンテーション並びに歓迎会を開

催致しますので、ご出席をお願い致します。 

日時：4月 8日（土）11:00～全体会議 

 13:45～カウンセラー研修 16:00～歓迎会 

場所：小田原箱根商工会議所  

出席依頼者：次年度会長、カウンセラー 

 

    ※3月 28日（火）夜間例会の出欠表を回覧しておりま 

すので、次週例会までに記入をお願い致します。 

例会プログラム 

３月２１日「PETS 報告」担当：㝡住会長エレクト 

２８日夜間例会 18:30 点鐘「小田原屋」 

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 瀬戸 裕昭会員   

ビジター  松崎 英剛君（相模原 RC） 

         中村 昌治君（相グリーン RC） 

出席報告 

 

 

 

 

 

       

 ●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 

 

 

 

日時：４月１６日（日） 

１２：３０～１３：５０ 全体会議Ⅰ 

１４：２０～１６：２０ 部門別分科会 

   １６：３５～１７：１５ 全体会議Ⅱ 

   １７：３０～１８：３０ 懇親会 

場所：立花学園高等学校 

 小田急「新松田駅」、JR「松田駅」から 

 徒歩７～８分 

 ※会場へは電車ご利用にてお願い致します。 

＜出席義務者＞ 

 部門名 次年度役職名 

１ 会長部門 次年度クラブ会長 

２ 幹事部門 次年度クラブ幹事 

３ 
クラブ奉仕部門 

次年度クラブ奉仕委員長 

次年度会長エレクト 

４ 公共イメージ部門 次年度広報雑誌委員長 

５ 会員増強・維持 

Ｒ家族部門 

次年度会員増強委員長 

次年度Ｒ家族委員長 

６ 職業奉仕部門 次年度職業奉仕委員長 

７ 社会奉仕・国際

奉仕部門 

次年度社会奉仕委員長 

次年度国際奉仕委員長 

８ 青少年奉仕部門 

次年度青少年奉仕委員長 

次年度ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長 

次年度ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 

次年度青少年交換委員長 

９ Ｒ財団部門 次年度Ｒ財団委員長 

10 米山奨学部門 次年度米山奨学委員長 

11 研修部門 次年度クラブ研修リーダー 

12 新会員部門 新会員（1～2 年未満） 

＜地区研修協議会とは＞ 

毎年 1 回、地区内の次期会長、幹事、理事、主要委 

員会委員長など、次期クラブ指導者たちが集まる知識 

と情報交換の研修会。 

 

●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 ２３名 ４名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/28) 

３名 ９０．０％ ９６．８８％ 


