
第 1902 回例会 

3 月 21 日 №34 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

   会長エレクト 

先週 14日、当クラブ例会日でしたが、「PETS」 

に参加してまいりました。「PETS」とは、プレ 

ジデントエレクトトレーニングセミナーの略で、次 

年度会長になる人が、必ず受けなければならな 

いセミナーです。欠席すると、その人だけのた 

め、改めてセミナーをするそうです。今年も全 

66クラブ中、1人欠席、1人が遅刻でした。 

出席者は各クラブの会長エレクト他、各グル 

ープのガバナー補佐、主催の地区研修委員会、 

次年度地区幹事・副幹事、ガバナー始めパスト 

ガバナーや各委員会委員長など計 125 名です。 

     当クラブからは、もちろん金沢次年度ガバナ 

    ー補佐と地区副幹事の田後さんが一緒でした。 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
冣住 悦子 

◇第 5 グループ会長エレクト出席者（創立順） 
相模原ＲＣ 川井 俊幸 

津久井ＲＣ 高城 正勝 

相模原南ＲＣ 足立 旬一 

相模原中ＲＣ 最住 悦子 

相模原西ＲＣ 満田 茂春 

相模原東ＲＣ 佐々木 文雄 

相模原グリーン RC 西迫  真 

相模原大野ＲＣ 笠井  透 

津久井中央ＲＣ 森田 正紀 

相模原柴胡ＲＣ 大崎 泰之 

相模原橋本ＲＣ 原  安宏 

相模原ニューシティＲＣ 大隅 秀仁 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



     

 

今回はパーティーのように、各グループが丸テ 

ーブルにまとまって座るというスタイルでしたが、 

他のグループは 5～9クラブなのに、第 5グルー 

プだけは 12クラブあるので、当然、丸テーブル 

に収まらず、長机をいくつか並べた四角いテーブ 

ルでした。 

◇次年度ＲＩテーマ 

2017～18 年度、RI 会長イアン・ライズリー氏

（オーストラリア出身・公認会計士） 

「ROTARY：Making a Difference、ロータリー： 

変化をもたらす」 

奉仕を通じて地域社会や世界に変化をもたらす 

◇次年度地区方針 

1)会員増強を最重点にします. 

女性会員と若い会員の増強を軸に、会員 50名 

以下のクラブは 1名以上。51 名以上のクラブは 2 

名以上を継続（クラブの現状をしっかり理解、把 

握した上で増強・会員維持を行う） 

2)戦略計画の実行 

・公共イメージと認知度の向上（メディアとの連 

携）を重点に。 

    ・長期計画目標と実行（10 年後のイメージ） 

3)ロータリー財団（奉仕活動への資金源であり、 

奉仕の実践への貯金） 

・R財団寄付目標 年次寄付 200 ㌦以上／1人、 

ポリオ寄付 40㌦以上／1人、恒久基金寄付 

1,000㌦以上／1クラブ 

・財団基金の活用 

地区補助金・グローバル補助金の積極的利用。 

・米山記念奨学会寄付 20,000円以上／1人 

4)RI 会長賞（3 つの戦略的目標のうち各 4 項目） 

5)マイロータリーの登録率向上 

現在登録率 18.3%（各クラブ 25%以上を目標に） 

6）柔軟性の正しい理解（2016 年規定審議会） 

◇基調講演（Ⅰ）「クラブ会長としての心得」 

竹腰第 2ゾーン財団地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ （ー岐阜南 RC） 

会員 41名、39年目のあるクラブの会員にアン 

ケートをとった結果を発表。 

・このクラブの現状はどうか。増強は大切だが、 

まず、クラブ一人一人のクラブに対する思いを 

理解し満足度を向上し、全体の活動が高まって 

効果的なクラブにしていくことが重要。 

 

 

 

クラブが効率的なクラブになっているか、RIを 

脱退するかどうかの判断基準として、 

①会員数がピーク時の 50%以下 

②平均出席率が 80%以下 

③平均年齢が 70歳以上、 

④地域の社会環境的課題 

◇基調講演（Ⅱ）「クラブはどうあるべきか― 

私のしてきたこと―」 小沢元 RI理事 

会長は自分が充実できるクラブ運営を行ってほ 

しいと話され、そのためには例会と理事会を充実 

させ、行事には積極的に参加してロータリーを学 

ぶ、会員増強をする、の 3点を挙げていました。 

特に女性会員の増強を強調されて、世界的に日 

本の女性会員率は最後から 3番目だそうです。 

◇分科会 

・第 1セッション「クラブ会長の役割と責務」 

・第 2セッション「会員増強・会員維持について」 

クラブの会員数が少なく何度目かの会長だった 

り、入会 4年目で会長をやったり、平均年齢 50 

歳前後で 40歳過ぎの会長だったり、いろいろな 

方がいらっしゃいました。それぞれクラブが危機 

的状況で人数が減少している、出席率が 60%弱だ 

ったりする状況の中、奉仕活動を状況に合わせて 

やっているのが印象的でした。 

秦野名水 RCでは、フィリビンヘ廃棄予定の消 

防車を送ったり、介護を受ける側ではなく介護を 

する人の慰安や親睦活動を行っているのがユニー 

クで、休憩時間にいろいろ伺いましたが、消防車 

の寄贈活動は他クラブにも広がっているようです。 

増強に関しては、地区方針は女性会員の増強を 

優先課題にしているわけですが、厚木 RCは女性 

は未だに入れていないそうです。また第 1グルー 

プ（横須賀地区）は、1強 4弱のクラブで構成さ 

れていて、人数の少ないクラブに推薦しても、ど 

うせ入るなら人数の多いクラブに入りたいと言わ 

れるなどの意見もありました。 

増強に対する意識に会員間で差があるというこ 

とは、数クラブが言っておりました。第 5グルー 

プについては、12クラブもあるので、大変だねと 

は言われました。 

◇全体会「R 財団、米山奨学金、マイロータリー」 

米山奨学金の説明で以前、奄美大島の 3クラブ 

 



 

                  

から、米山奨学生に会ったこともないので寄付を 

したくないという声が上がり、米山奨学生を連れ 

て行って交流の機会を設けた結果、趣旨に賛同し 

てもらい、以降、年 1回は奨学生と一緒に奄美大 

島に行っているという話が印象的でした。 

マイロータリーに関してですが、かなりの数の 

資料があり、クラブ、奉仕、財団寄付それぞれに 

ついて、目標の設定の方法などの説明がありまし 

た。次年度は例会などでマイロータリーへの登録 

について説明する機会を設けたいと思います。 

セミナーの時間が一日に亘って長かったので、 

当初は憂鬱でしたが、一つ一つのプログラムは割 

と短時間だったので、それなりに集中できたと思 

います。 

また昨年度は、幹事として会長幹事会に出席さ 

    せてもらい、今年度は地区委員としての活動、次 

    年度会長幹事会も既に 1回ありましたので、当ク 

    ラブ以外の知合いも増えて、楽しいところもあり   

    ました。資料が多くて、初めのうちは該当の資料 

    を探すのが大変で困惑しました。 

 早朝よりお手伝いされた副幹事の田後さん、12 

クラブを抱えた次年度ガバナー補佐の金沢さん、 

大変お疲れ様でした。 

ただ次年度まではまだまだ行事があって、台中 

文心 RCとの友好クラブ締結や、「空飛ぶシューズ 

プロジェクト」、クラブ 40 周年記念式典など忙し 

いので、あっという間に過ぎそうです。まだ頭の 

中がごちゃごちゃした状態ですが、一つずつ出来 

ることから、ご相談も含めて考えていきたいと思

いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、昨日ま

では 18度ぐらいでしたが、今日は 8～9度ぐらい 

までしかありません。気温差がありますが、体調 

には気をつけて下さい。 

     早くも本日、テレビで東京は桜の開花宣言が出 

されて、気持ちは春になっているかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会長幹事会の報告（3 月 14 日）」 

①第 5グループＩＭが開催され、同じく第 5グル 

ープの「第 2回新会員の集い」が開催されまし 

た。地区の「新会員の集い」は 5月 20日（土） 

藤沢ミナパークにて。内容は未定、会費 5,000 

円程度で開催予定。 

②3月 4日に「女性会員増強セミナー」が開催さ 

れ、出席者は 80名程。7:3で、女性会員が多く 

出席。増強が思うように進展していないので、 

積極的に取り組んでほしいとのこと。 

③規定審議会の決議案提出要綱について。 

④先週行われた PETS 開催の報告。 

⑤2017 年地区研修協議会 開催の件。 

4月 16日（日）、立花学園高等学校にて。 

⑥RI JYEC(RI日本青少年交換委員会)のマルチ化 

 について。保険へ加入したことの報告あり。 

⑦会員数、Ｒ財団、米山寄付について。 

 当クラブは未納入ですが、現在行っているため、 

今月中に送金予定と回答。 

⑧市民桜まつり ポリオ募金活動の件。 

 4月 1日、2日に開催。幹事クラブは南 RC。 

1クラブ 2,000円の分担金。当クラブは、4月 

1日（土）14:30～17:30でブースの手伝いを行う。 

4名以上の参加をお願いします。 

➈青少年交換学生受入高校は、桜美林高校で受諾。 

⑩第 5グループ親睦ゴルフコンペ（4/20日）の件。 

 7:00～「津久井湖 GC」、2～3名の参加でも可。 

⑪相模原グリーン RC主催「子どものための音楽会」 

⑫6月 20日に現・次年度会長幹事会を実施の際に、 

 1年の感謝を込めて、各事務局員に出席要請。 

 



 

                     

     

   

●小川忠久君、八木美左男君（相グリーンＲＣ） 

①昨年は皆様に大変お世話になりました。あっと 

     いう間に、10か月が過ぎ去りました。 

②本日は、当クラブ主催の「子どものための音楽 

会」ご案内に参りました。宜しくお願いします。 

●櫻内会長、早川幹事 

①桜の開花が宣言され、お花見が楽しみです。 

②本日の結婚記念日祝と入会記念日祝の皆さま、

おめでとうございます。 

③「PETS 報告」の冣住会長エレクト、宜しくお願

い致します。 

●菊地 啓之会員 

    ①冣住会長エレクト、研修セミナー報告よろしく 

お願い致します。 

②結婚記念日祝、ありがとうございます。 

●金沢 邦光会員 

①先日の誕生日、本日の結婚記念日祝ありがとう 

ございます。今でもラブラブですよ～。 

②西ＲＣとの社交ダンス、楽しかったです。次回 

は皆様も！ 

●老沼 秀夫会員 

結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

古くなりました。 

●丸子 勝基会員 

入会記念日を祝っていただき、有難うございま 

す。15年になりました。今後共、宜しくご指導 

願います。毎週の例会がとても楽しみです。 

●黛 裕治会員 

①3 月結婚記念日と入会記念日お祝の皆様、大変 

おめでとうございます。私もやっと 11年目と 

なります。 

②冣住会長エレクト、PETS報告楽しみです。     

●田後 隆二会員 

①結婚記念日祝をいただき、ありがとうございま 

す。忘れていました。セーフ!!  

②冣住会長エレクト、PETSお疲れ様でした。 

③大坪さん、増強スピーチありがとうございます。 

 

 

 

 

 

●中山 徹男会員 

結婚記念日祝をいただき、ありがとうございま 

す。29年続きました。 

●中里 和男会員 

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

②また大勢のお祝の皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①3月結婚記念日祝、入会記念日祝の皆様、おめ 

でとうございます。 

②本日 PETS 報告致します。宜しくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

①3月の結婚記念日祝と入会記念日祝の皆様、お 

 めでとうございます。 

②PETS 報告の冣住さん、よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝と入会記念日祝の皆さん、おめで 

とうございます。 

②PETS へ参加の冣住さん、ご苦労さんでした。 

●甲斐 美利会員 

①久し振りの出席です。スマイルします。 

②本日お祝を受けられた皆さん、おめでとうござ 

います。 

③冣住さん、PETS報告楽しみです。 

●竹田 繁会員 

 結婚記念日と入会記念日祝の皆様、おめでとう 

 ございます。 

●諸隈 武会員 

①3月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②冣住会員、本日はよろしくお願いします。 

●池之上和哉会員、藤本恵介会員、瀬戸裕昭会員 

①本日お祝の皆様、結婚記念日、入会記念日祝、 

おめでとうございます。それにしても 3月は 

お祝の方が多いですね。 

②冣住会長エレクト、PETSお疲れ様でした。 

③グリーン RCの小川さん、八木さん、ようこそ。 

④瀬戸のみ、本日所用のため、早退致します。 

 冣住エレクト、すみません。  

＜次ページへ＞ 



   

 

●小崎 直利会員 

①3月の結婚記念日お祝の皆さん、おめでとうご 

ざいます。 

②冣住会長エレクト、PETS報告よろしくお願い 

     致します。 

③相模原グリーン RC の小川会員、八木会員、よ 

     うこそ！ 

●佐々木 敏尚会員 

     本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●大塚 正弘会員、大坪 征弘会員 

3月結婚記念日お祝、入会記念日お祝の皆様、 

おめでとうございます！ 

●大井 達会員 

    ①3月お祝の皆様、おめでとうございます。 

    ②冣住会長エレクト、PETS 報告ご苦労様です。 

    ③本日、現場が年度末で立て込んでおり、早退 

     致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相模原グリーンＲＣ    小川会員、八木会員 

     前年度はガバナー補佐として、大変お世話にな 
    りました。あっという間に、一年が経ちました。 
     本日は当クラブ奉仕活動の１つで第 5 回目とな 

る「子どものための音楽会」のＰＲで参りました。 
講師は財団学友の方々で、子どもに馴染みのない 
クラシック音楽を楽しんで頂きます。ＧＷ期間中 
なので、都合がつかないという意見もあるのです 
が、5 月 5 日「子供の日」にこだわって開催して 
います。 
 会場の定員が 535 名ですので、ぜひ満席にした 
いとのことで、パンフレットを持参致しました。 
ぜひ、お子さん、お孫さんに音楽に触れ合う機会 

 

 

 

をご紹介して頂ければと思います。 

 申込方法は電話、FAX、メールなど何でもＯＫで 

す。盛大で楽しい音楽会にと思っておりますので、 

ぜひ宜しくお願い致します。  （概要にて掲載） 

 

 

○増強ショートスピーチ      大坪 征弘 

 本日のスピーチは 

すっかり油断してお 

りましたが、先日の 

例会で当クラブには 

医師の会員がいない 

と聞いたので、心当 

たりの方が 1人おり 

ますので、声掛けを 

してみます。 

 私の同級生で整体 

師なのですが、一人でやっているため、例会に出 

席できる時間が取れるかどうかが問題ですが、結 

果はともかく、まず声掛けをしたいと思います。 

               （概要にて掲載） 

○40 周年実行委員会       丸子 勝基 

 先週のフォーラム 

で、小崎会員から提 

案頂いたリーフレッ 

トの 3つのデザイン 

ですが、皆様にも意 

見を伺い、一番多か 

った、こちらのデザ 

インに決定させて頂 

きます。（回覧にて） 

 また、各クラブへのキャンペーン訪問者を私の 

独断で指名させて頂きました。今月末から 4月中 

旬にかけて、2人 1組で 11RC を、このリーフレッ 

トを持参して、PRに行って頂きますが、各々のご 

都合も確認せず、独断で決定しましたので、もし 

都合がつかない方がいましたら、早めにご連絡を 

お願い致します。代理者を手配するか、私が行く 

ように致します。 

 尚、今週 23日に式典と祝賀部門の打合せを行い 

ます。既に対象会員には通知済みですが、17:30～ 

「相模原市民会館」となります。（概要にて掲載） 

 



 
 

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

 ありません 

※3 月 28 日（火）夜間例会の出欠表を回覧して 

 おります。本日の例会までに出欠席のご記入を 

 お願い致します。 

 日時：3 月 28 日（火）18:30 点鐘 

 場所：小田原屋  会費：5,000 円 

 

例会プログラム 

３月２８日夜間例会 18:30 点鐘「小田原屋」 

４月 ４日「マイロータリーについて」 

担当：㝡住会長エレクト、早川幹事 

         定例理事役員会 

      １１日クラブフォーラム「創立４０周年」 

          担当：実行委員会 

      １８日卓話 甲斐 美利会員  

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  阪西 貴子 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員   

ビジター  小川 忠久君（相模原グリーン RC） 

      八木美左男君（   〃    ） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●結婚記念日祝 

・横溝 志華会員 ３月 １日 

・菊地 啓之会員 ３月 ７日 

・中山 徹男会員 ３月１１日 

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・松尾 秋夫会員 ３月１８日 

・田後 隆二会員 ３月２５日 

・老沼 秀夫会員 ３月２９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入会記念日祝 

・中里 和男会員 １９７９年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 ２００２年３月１９日 

・黛  裕治会員 ２００７年３月２０日 

 

 

 

●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 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/7) 

１名 ９６．８８％ ９３．３３％ 


