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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

丸子実行委員長：キャンペーンで各クラブを訪 
問頂いた方々は大変ご苦労様でした。私も５ク 
ラブほど挨拶に行ってきました。各々のクラブ 
で進行方法や雰囲気なども違って、興味深いで 
すが、私はやはり当クラブが一番だと思ってい 
ます。 
 本日はお手元に「式次第」の資料を配ってお 
りますが、前回と順番がかなり入れ替わりまし 
た。最終的にこの進行表で実施することになり 
ましたので、当日、ご挨拶や紹介のある方、ま 
た司会進行担当の方には、ご確認や修正をよろ 
しくお願い致します。 

      来月5月9日に実行委員会打合せ、16日はセン

チュリーホテルとの打合せを予定しています。 

      

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （要約にて掲載） 

また事務局より関係者の方々に通知を送付し 
ますが、ご予定をお願いします。では、各委員 
会の委員長より経過報告をお願い致します。 
 
豊岡記念事業委員長：当日の式典で、映像によ 
る等クラブの奉仕活動紹介は、約 20 分程度にな 
ります。これまでの主な奉仕活動の中から 15 項 
目位をピックアップし、写真をプロジェクター 
で紹介します。ついては、次週例会終了後に試 
写を行います。今回は写真のみの試写で、ナレ 
ーションを付けなくてはなりませんので、その 
原稿作りの場として、いろいろと当時のことも 
教えて頂きたく、できるだけ多くの皆様にご出 
席をお願いできればと思います。 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 

田後記念誌委員長：今回、記念誌は当日用と後日 
配布用の 2 種類を作成することになりました。 
当日配布用は 12 ページ程度ですが、後日配布 

用には、直近 10 年間（2007～2017 年度）各年度 
の会長の方々に原稿作成をお願いします。Ａ4 で、 
2 ページの紙面に各年度のご紹介をします。写真 
や当年度の RI 会長やテーマなどの情報は事務局 
に依頼してありますので、できるだけ原稿はデー 
タでお送り下さい。詳細はご連絡しますが、提出 
締切は 4 月末日までにお願いします。 

また会員皆様にも、顔写真の提出をお願いしま 
す。希望者には例会時にデジカメで撮影します。 

 
阿部友好クラブ副委員長：記念式典の中で、韓国 
と台湾の 2 つの締結式と、各会長の挨拶をいかに 
時間内に収めるかが一番の問題になります。 

台湾からの出席者ですが、当初 30 名位という

ことでしたが、端午節の関係で 10～12 名位にな

るそうです。韓国は 3～5 名です。 
     また台湾では当初、貸切バスとツアーを組んで 

来ることになっていて、安心していたのですが、

大幅に人数が減りましたので、出迎えや観光の手

配なども必要になるかと思います。相模原ゴルフ

クラブでのプレーも希望していましたが、こちら

は時間の関係上、お断りしました。詳しいことは

4 月の台湾訪問時に確認してきます。韓国の方は、 
当クラブに一任するとのことです。 
式典前日には、相模大野近辺で歓迎会を行いま 

す。台湾と韓国分の会費はクラブ負担しますが、

当クラブ会員の方々は自己負担となりますので、

宜しくお願いします。 
 

永保式典委員長：本日のこの式次第で確定しまし 
たので、連休明けまでに式典委員会の４部門の打 
合せを行いたいと思います。また当日は手の空い 
ている会員には、受付や会場セッティングの役割 
分担なども考えていきます。 

 
伊倉式典部門長：式次第やタイムスケジュールが

が確定しましたので、スムーズに運営するために、

しっかりとした司会台本を、佐々木副委員長とも

協力して作成していきます。 
 

 
 
竹田祝賀会部門長：記念式典と記念講演が長時間 
になりますので、祝賀会は楽しく行いたいと思い 
ます。アトラクションは永保会員のご紹介で「獅 
子舞」に決定しました。時間は 20 分程で、獅子舞 
の由来や自己紹介などもお願いしております。 
 また登録者が確定しましたら、テーブルの割付 
や席次表の作成など、まだしなくてはならないこ 
とも多くあります。 
 

丸子実行委員長：各委員会の経過報告で、何かご 

質問はありますでしょうか？また来賓や登録者へ 

の記念品もそろそろ決定したいと思います。菊地 

会員とも相談してみますが、予算は 1人 1,000 円 

以内で、何か良い記念品の提案があれば申し出下 

さい。時間になりましたので、以上で終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は久し振りに、新会員入会式が執り行われ 

ます。横江さん、ご入会ありがとうございます。 

一日でも早く馴染んで楽しむようにして頂きたい 

と思います。現在 37名で、40名まで、あと 3名 

です。皆さん、40周年まで時間があまりありませ 

んが、頑張りましょう！ 

創立 40周年記念式典キャンペーンで、第 5グ 

ループ内のクラブ訪問も終了間際かと思います。 

私も 2クラブ、スポンサークラブの相模原 RCと 

新クラブの相模原ニューシティ RCに行かせて頂 

きました。たまには他クラブに行くのも、楽しく 

良いものだなと実感してきました。 

いよいよ今週 15日（土）に「空飛ぶシューズ」 

プロジェクトの活動となります。小・中学校では 

 



 

                  

既に入学式や始業式が始まり、その時点で共和小 

学校と淵野辺東小学校の 2校で 300 足を超えたと 

の連絡が来ております。生徒や保護者の方たちの 

賛同やご協力を頂き、思った以上の成果になって 

おります。記念事業のまだ前半ですが、当日の作 

業は多くの会員にもご参加をお願い致します。 

 先日、桜祭りで実施した End Polio Nowキャン

ペーンですが、相模原南 RC の中村会長にお会い

しました時に、2日間で 12 万円以上の募金が集ま

ったとの報告がありました。また詳細は、会長幹

事会の時に報告があるかと思います。 

 

 

       新米山奨学生の張珣さんと対面 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

＜理事会報告＞（４月４日分） 

    ①泳げ鯉のぼり相模川 協賛金の件。 

     前年度同様、社会奉仕予算より５万円を承認。 

    ②台中文心 RC周年式典お祝金、お土産経費の件。 

     国際奉仕予算より御祝金として 15 万円、お土 

産代ほか経費として 3万円を承認。 

    ③相模原ニューシティ RC 認証状伝達式登録の件。 

     5月 14日（日）15時～「あじさい会館」 

     例会にて出欠表回覧。登録料 1万円は会員負担。 

    ④新会員候補者 1名の公開を承認。 

     会員選考・職業分類委員会より承認書提出。 

    ⑤複合機リース契約の件。 

     リース契約満了（5月）による入れ替え。 

     リース金額：17,496円（60か月） 

現リース額：26,040 円 

     

 

 

⑥空飛ぶシューズ海外運搬費用の件 

・海上貨物運送 106,855円＋実費 

・航空貨物運送 194,021円＋実費 

 海上にて運搬予定。（再度検討） 

     

 

●石口 美子さん（相ニューシティＲＣ） 

①新生ロータリークラブに加入のため、判らない 

ことが多く、勉強中の身です。今後とも宜しく 

お願いします。 

②40周年記念事業の成功をお祈りしております。 

●櫻内会長、早川幹事  

①寒暖の差が厳しい日が続きますね。本日は肌寒 

 いです。体調の管理にご注意下さい。 

②相模原ニューシティ RCからお越しの石口様、 

ようこそ。 

③クラブフォーラム、丸子委員長、瀬戸副委員長 

よろしくお願いします。 

④ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●菊地 啓之会員 

①本日入会式の横江さん、おめでとうございます。 

②丸子実行委員長、瀬戸副委員長、クラブフォー 

 ラム宜しくお願いします。 

③古希祝をして頂き、ありがとうございます。 

気持ちは青春です。 

●大坪 征弘会員 

本日はお祝を戴きまして、ありがとうございま 

す。忘れてはいませんでしたが、プレゼントを 

渡していません。今週末に準備します。 

●豊岡 淳会員 

横江さん、入会おめでとうございます。これま 

で同様、これからも楽しくやりましょう。 

●竹田 繁会員 

①横江会員、入会おめでとうございます。 

②大坪会員、早川会員ご夫人誕生日おめでとうご 

 ざいます。             

●小野 孝会員 

ご夫人誕生日祝の大坪さん、早川さん、おめで 

とうございます。 

    ＜裏ページへ続く＞ 



 

                     

    ●川合 貞義会員 

今日は寒い日ですね。前回、無錫市訪問の桜植 

樹の場面が本日の NHK テレビ「おはよう日本」

で朝 7時 50分から 10分程放映されました。参

加者に私の名前も映っていました。 

●大塚 正浩会員 

①ご夫人誕生日祝の大坪さん、早川さん、おめで 

     とうございます。 

②横江さん、ようこそ♪ 

    ●阿部 毅会員 

    ①新入会の横江利夫様、おめでとうございます。 

    ②40周年式典が近づいてきました。本日のフォ 

ーラム、宜しくお願いします。 

    ③ご夫人誕生日祝の大坪会員、早川会員、おめで

とうございます。 

●丸子 勝基会員 

①横江さん、ロータリーにようこそ。ロータリー 

を一緒に楽しみましょう。 

②本日、4回目の 40 周年クラブフォーラムです。 

宜しくご協力の程、お願い致します。 

●田後 隆二会員 

①横江さん、入会おめでとうございます。 

②早川さん、大坪さん、おめでとうございます。 

③甲斐さん、増強スピーチ有難うございました。 

●佐々木 敏尚会員 

①石口先生、ようこそいらっしゃいました！ 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます！  

●諸隈 武会員 

①大坪会員、早川会員、ご夫人誕生日おめでとう 

 ございます。 

②横江さん、今後とも宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①横江さん、当クラブへようこそ。宜しくお願い

します。 

②本日お祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月のご夫人誕生日祝の大坪会員、早川会員、 

おめでとうございます。 

②横江会員、一緒に楽しみましょう。 

 

 

 

●冣住 悦子会員 

①横江さん、同じクラブのメンバーとなって頂き 

嬉しいです。 

②大坪さん、早川さん、奥様の誕生日祝おめでと 

うございます。 

③丸子さん、瀬戸さん、クラブフォーラム宜しく 

お願いします。 

●大井 達会員 

①早川幹事、大坪会員、奥様のお誕生日おめでと 

 うございます。 

②横江さん、入会おめでとうございます。宜しく 

お願いします。桜の花もまだ盛りで、入会をお 

祝いしているようですね。 

●甲斐 美利会員 

①横江利夫さん、入会式おめでとう。ロータリー 

を共に楽しみましょう。 

②本日ご夫人誕生日祝を迎えられた大坪さん、早 

 川さん、おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①相模原ニューシティＲＣからお越しの石口様、 

ようこそ。 

②横江さん、ご入会おめでとうございます。よろ 

しくお願いします。 

③大坪会員、早川会員ご夫人誕生日祝、おめでと 

 うございます。 

●江成 利夫会員 

①大坪会員、早川幹事のご夫人誕生日祝、おめで 

とうございます。 

②菊地会員、古希を迎えられて、おめでとうござ 

います。 

③横江さん、ようこそ。ロータリーを楽しみまし 

ょう。 

●阪西 貴子会員 

①ご夫人誕生日祝の大坪さん、早川さん、おめで 

 とうございます。 

②入会の横江さん、ようこそ！どうぞ宜しくお願 

い致します。 

③クラブフォーラムの丸子実行委員長、瀬戸副委 

 員長、よろしくお願い致します。 



   

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    〇新会員紹介       櫻内 康裕（推薦者） 

     今年 3 月末で相模原市青工研の会長職が終りま 
したので、ぜひ 4 月から当クラブにいうことで、 

    ご入会頂きました。年齢も若く、スポーツマンで 
    す。特に野球は日大三高の 4 番バッターでした。 
    これから宜しくお願い致します。（概要にて掲載） 
    〇ご挨拶             横江 利夫  

     本日より入会となり、大 
    変光栄に思っております。 
    趣味は野球一筋です。野球 

バカですので、これからは 
    皆様のご指導よろしくお願 

い致します。 
        （概要にて掲載） 
    氏名：横江 利夫 
    生年月日：昭和 49 年 5 月 11 日（42 歳） 
    事業所：旭フォークリフト㈱ 代表取締役 
        相模原市中央区田名 2931-4 
    職業分類：フォークリフト販売・整備 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

おめでとうございます これからも益々お元気で! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・永保固紀会員 第 2回マルチプル・フェロー 

・江成利夫会員 第 1回マルチプル・フェロー 

・金沢邦光会員 第 1回マルチプル・フェロー 

・瀬戸裕昭会員 第 1回マルチプル・フェロー 

   財団寄付へのご協力 ありがとうございます！ 

 
＜委員会報告＞ 

〇増強ショートスピーチ     甲斐 美利 

 横江さんとは以前、ド 
イツでの展示会に行った 
ことがあり、とても積極 
的に営業されていました。 
こうした積極性が成功の 
秘訣かと思います。 
現在、青工研には 100 

社位いまして、まだまだ 
ロータリーに入って頂き 
たい方もいます。今年度は会員数 40 名が目標で 
すが、今まで何もしてこなかったことを反省して 
努めていきたいと思います。   （概要にて） 
○韓国・龍仁ＲＣの近況報告 

           国際奉仕委員 阿部 毅 

 韓国・龍仁ＲＣのパスト会長、全培錫氏よりメ 
ール連絡があり、3 月に病気で入院されたそうで 
すが、無事退院されたとのことです。全氏ももう 
81 才になられますので、今回の当クラブ 40 周年 
記念式典が最後の訪問となるかもしれないと言っ 
ていました。 
 今のところ、出席者は今年度の会長・幹事と全 
氏の 3 名で、次年度の会長・幹事にも声を掛けて 
いるそうですが、出席されるかどうかは、まだ未 
定とのことです。      （概要にて掲載） 
 



 
 
 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①次年度青少年交換ホストクラブ向けオリエン 

テーション開催の件 

     このプログラムのルールや書類作成の説明、危 

機管理問題の解説などを行いたく、次年度会長 

幹事、カウンセラー、ホストファミリーのご出 

席をお願い致します。 

     日時：5月 6日（土）16:30～18:00 

場所：第一相澤ビル 返信締切：4月 26日 

②地区研修協議会（4/16 日）出席の皆様へお願い

〇シューズカバーの着用：会場は土足厳禁で、シ 

ューズカバーを用意。履物に着用して下さい。 

〇女性はハイヒールでのご来場はご遠慮下さい。 

〇上履きのご持参も可：スリッパも用意。上履き 

持参も可。靴の下足入れをご用意下さい。 

２．相模原大野 RC より、市長例会開催のご案内 

当クラブ例会に加山市長をお迎えし、卓話をし 

て頂くことになり、ご出席希望者はクラブ事務 

局にお申込み下さい。（ご案内と出欠表は回覧） 

     日時：5月 17日（水）例会 12:30 点鐘 

  「相模原ゴルフクラブ」 ビジター費 2,500 円 

３．菊地会員が 3 月 22 日に古希を迎えられました 

ので、内規により記念品の贈呈。 

４．ロータリー財団より、下記の方にマルチプル 

フェロー表彰ピンが届きました。 

・永保固保会員―第 2回フェローピン 

・金沢邦光会員、江成利夫会員、瀬戸裕昭会員 

 －第 1回フェローピン 

 

※相模原ニューシティＲＣ認証状伝達式の出欠表を

回覧しておりますので、ご記入をお願い致します。 

       日時：５月１４日（日）１５：３０～式典  場所：式典 

（あじさい会館）、祝賀会（けやき会館） 

登録料：１万円（会員負担）  登録締切：４月１４日 

       

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大坪 征弘ご夫人 4 月５日 

・早川 正彦ご夫人 4 月７日 

 

例会プログラム 

４月１８日卓話「灘を乗りゆく我が社の現状」 

担当：甲斐 美利会員 

 ※21～23 日台湾・台中文心 RC10 周年訪問 

  ２５日「台中文心 RC10周年の報告」 

      会長、黛国際奉仕委員長 

５月 ２日例会取止め 

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  阿部 毅 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 藤本 恵介会員   

ビジター  石口 美子さん（相ニューシティ）  

     

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 27名） 事前メイク者 

３７名 ３２名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/28) 

０名 １００％ ９０．６２％ 


