
第 1904 回例会 

4 月 4 日 №35 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

   早川 正彦（幹事） 

「My Rotary」とは、ご登録頂くことでロータ 

リーの活動や、地区、クラブ運営に必要な情報 

やデータを随時、入手できる便利なシステムで 

す。My Rotary から「ロータリークラブ・セン 

トラル」をクリックし、メールアドレスとパス 

ワードをサインインします。 

ロータリークラブ・セントラルは、クラブ会 

長、幹事、事務局などにとっては、寄付目標、 

会員増強目標の設定、会員情報（入退会更新）、 

半期報告書、人頭分担金の請求書発行など地区 

やクラブ運営にとって、不可欠なオンラインシ 

ステムとなっています。データの入力は、クラ 

ブの現・次年度会長や幹事、会計、事務局職員 

      

      

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冣住 悦子（会長エレクト） 

などが目標と達成状況を変更・更新することが 
でき、またクラブ会員なら誰でも目標と達成状 
況を閲覧することが可能です。 
 本日はパソコンを使って、国際ロータリーの 
ホームページにアクセスして、実際に「アカウ 
ント登録」をし、ログインしてみたいと思いま 
す。スマホ 
でもできま 
すので一緒 
にやってみ 
て下さい。 
（紙面上、 
詳細は略） 

 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 
      

 

     先日 4月 1,2日の市民 

    桜祭り END POLIO NOWの 

    キャンペーンにご協力を 

    ありがとうございました。 

     当日は 4月にしては非 

常に寒い日でしたが、当 

クラブから 8名程参加し 

て頂きました。今までは 

風船でしたが、今年は組 

み紐の機械を入れて行い、どうなるかなと思いま 

したが、多くの方が募金して、組み紐を作ってい 

ました。1日目は寒かったのですが、殆ど途切れ 

ることなく行い、2日目もそれ以上の盛況でした。 

 また、交換留学生の関係書類が届きました。名 

前は Botond DICZKO（ﾎﾞﾄﾝﾄﾞ・ﾃﾞｨﾂｺｰ）君、国籍 

はハンガリーで、英語は流暢で、フランス語は良 

いとのコメントがありましたので、たぶん日本語 

はあまり出来ないかもしれません。ホストクラブ 

説明会が 5月 6日（土）にあり、次年度会長、カ 

ウンセラー、ホストファミリーに出席要請がきて 

おります。 

 空飛ぶシューズプロジェクトですが、いよいよ 

作業する時期になりました。シューズも徐々に集 

まっているとの報告があり、明日は始業式と入学

式があるそうで、これから増えると思います。 

作業は 4 月 15 日（土）に大野北中学校に 9:30

集合で、時間調整をお願い致します。既に、メデ

ィア関係にも連絡しております。 

 最後に、40周年キャンペーンの各クラブ訪問で 

担当の皆様には有難うございます。残りも、まだ 

ありますが、担当以外の方もメイクになりますの 

で、新会員は一緒に同行されても良いかと思い、 

声を掛けていきたいと思います。他クラブの例会 

に出席するのも大変参考になります。 

 

 

○増強ショートスピーチ      横溝 志華 

 入会して 5年になりますが、実はまだ 1人も紹 

介できていません。今年 7月からは幹事になりま 

すので、努力しなくてはならないと思っています。 

      

     

     

今までは増強ということを 

難しく考え過ぎていたよう 

に思います。私が入会した 

時もそうでしたが、難しい 

ロータリーの説明よりも、 

もっと気軽に例会に来て食 

事でもと誘うようにしてみ 

ます。  （概要にて掲載） 

 

○「第 5 回タイ米山学友会総会」報告 

米山奨学委員長          江成 利夫 

日時：2017 年 3月 18日 

    15:30～20:30 

場所：バンコク市内 

 （ク・ホーム・カセサート大学） 

参加者：会員と家族 約 20 

 名（現登録会員数 69名） 

経緯：昨年度、米山奨学委 

員長の阿部会員がタイ米山 

学友会の立ち上げに貢献したインタラチットさん 

とメール交換を始め、昨年度の総会に出席したの 

がきっかけで、本年度もご案内を頂き、私と阿部 

会員の 2名で出席してきました。 

 このグループと、台中文心 RCの郭錦堂氏や林 

岳毅氏との交流もあることから、より一層の親近 

感が生まれ、今回の参加となりました。 

 阿部会員からは、当クラブ 40周年式典と台中 

文心 RC10周年の式典で、「友好クラブ締結」を 

することになった根幹には、米山奨学生のご縁が 

あったことを述べ、タイでも米山奨学会を中心と 

した RCが生まれることを期待したいとメッセー 

ジを述べました。     （一部要約にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

●山中 仁君（相模原ニューシティＲＣ） 

①本日は例会にお邪魔します。40周年おめでとう 

ございます。5月 27日の式典にお伺い致します。 

②5 月 14日のチャーターナイト、宜しくお願いし 

ます。 

●安西 登君（相模原ニューシティＲＣ） 

本日はお邪魔させて頂き、有難うございます。 

チャーターナイトの PRをさせて頂きます。宜 

しくお願い致します。 

●櫻内会長、早川幹事 

①やっと春が来ましたね！コートも脱げます。後 

は桜の満開だけかな。そして今期の重要なイベ 

ントが始まります。忙しいですが、皆さん、宜 

しくお願いします。 

②相模原ニューシティ RCの山中様、安西様よう 

こそ！  

●竹田 繁会員 

毎年、会員の皆様に誕生日を祝って頂き、あり 

がとうございます。ゴルフが 71 で廻れば、楽 

しいでしょうね！頑張ります。 

●冣住 悦子会員 

①誕生日のお祝を戴き、ありがとうございます。 

②マイロータリーの説明をします。準備不足かも 

しれませんが、宜しくお願いします。 

●川合 貞義会員 

     相模原市日中交流協会で、中国無錫、上海、北 

京、各日本大使館を訪問し、31 日に六日間の旅 

を無事帰して参りました。無錫市は桜が満開で、 

桜の植林をやってまいりました。 

●小野 孝会員 

①誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さん、お 

めでとうございます。 

②卓話の早川さん、楽しみにしています。 

●中里 和男会員 

     会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日、誕生日祝の皆様おめでとうございます！  

②横江さん、入会おめでとうございます！ 

●横溝 志華会員 

     本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

      

 

 

●江成 利夫会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②マイロータリーについて、冣住会長エレクト、 

早川幹事、宜しくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①卓話「マイロータリー」の話、冣住エレクト、 

 早川幹事、ご苦労様です。 

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③3/18（土）、タイ米山学友会総会に江成会員と 

 参加してきました。 

●豊岡 淳会員 

①会員誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さん、 

 おめでとうございます。 

②卓話の冣住さん、早川幹事宜しくお願いします。 

●黛 裕治会員 

①今月お誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さ 

 ん、おめでとうございます！ 

②相模原ニューシティ RCの皆様、ようこそ！ 

③早川さん、冣住さん、マイロータリー教えて下 

 さい！ 

●伊倉 正光会員 

①「マイロータリーについて」冣住会長エレクト、 

 早川幹事、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます！ 

●田後 隆二会員 

①４月ご誕生の皆様、おめでとうございます。 

②横溝さん、増強スピーチ有難うございました。 

●池之上 和哉会員 

①竹田会員、冣住会員、小崎会員、誕生日お祝、 

 おめでとうございます。 

②冣住会長エレクト、早川幹事「マイロータリー 

 について」宜しくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

金沢会員、阪西会員、櫻内会員、豊岡会員 

①今月誕生日の竹田会員、冣住会員、小崎会員、 

 おめでとうございます。 

②先週は夜間例会お疲れ様でした。二次会のお釣 

 りをスマイルさせて頂きます。 

●金沢 邦光会員 

①申し訳ありませんが、早退させて頂きます。 

②ニューシティ RCの皆様、ようこそ。伝達式、 

 出席させて頂きます。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     今年 1月に RIに承認され、会員 39名でスター 

    トしましたが、まだ何も判らない状態です。5月 

    14日に認証状伝達式を開催しますので、より多く

の方に登録と応援を宜しくお願い致します。 

                  （概要にて掲載） 

   

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①2017～18 年度地区役員・委員会委員（正副委員 

長を含む）ご就任委嘱の件 

     下記の方々にご就任頂きたく、ご協力賜ります 

ようお願い致します。（敬称略） 

〇ガバナー補佐、危機管理委員、オンツー・トロ 

ント国際大会委員   金沢 邦光 

〇地区副幹事      田後 隆二 

〇職業奉仕委員     櫻内 康裕 

〇ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員 豊岡 淳 

②地区「新会員の集い」のご案内 

     今年度はより参加しやすいよう、各グループで 

2回、最後に地区全体で 1回行うことになり、 

下記にて開催致します。詳細は後日ご案内しま 

すが、新会員皆様の日程確保をお願い致します。 

     日時：5月 20日（土）17時～ 

 場所：藤沢商工会館 会費：5,000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竹田  繁会員 4 月 1 日 

・冣住 悦子会員 4 月 6 日 

・小崎 直利会員 4 月 20 日 

 

例会プログラム 

４月１１日クラブフォーラム「40周年について」 

     担当：丸子実行委員長、瀬戸副委員長 

  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  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 大坪 征宏会員   

ビジター  山中 仁君（相模原ニューシティ） 

      安西 登君（  〃      ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

※紙面の都合により、定例理事会報告は、次週 

 週報に掲載致します。 

 

●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 ２４名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/21) 

３名 ８９．６６％ １００％ 


