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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

    ○会長部門    

4 月 16 日（日）に次年度理事役員及び新会員 
で地区協議会に行ってきました。今回は小田原 
北 RC 主催で、立花学園高校で開催されました。 
全体会議は、地元・北条鉄砲隊に扮した会員が 
“鬨の声“をあげて始まりました。 
全体会議のあと、部門別協議会で研修となり

会場は教室で行われたのですが、66 クラブある

ので机も足りず、狭くて暑かったです。 
会長部門はリーダーが佐野ガバナー、サブリ 

ーダーは大谷ガバナーエレクト、脇ガバナーノ 
ミニーで、佐野ガバナーからクラブ会長の役割、 
日本の RC 会員数の現状について話がありまし 
た。会長には、クラブが効果的に機能している 
 

 
      

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（一部、概要にて掲載） 
冣住 悦子 

ことを確かめる役割があり、効果的なクラブは、 
○会員基盤を維持拡大する  
○成果のある奉仕プロジェクトを実施する 
○Ｒ財団のプロジェクトに参加し支援する 
○クラブレベルを超えた指導者を育成する 
以上、4 つの柱が行うことのできるクラブだと 
いうことです。具体的な内容は脇ガバナーノミ 
ニーからお話がありましたが、かなり項目が多 
いので、資料で確認していこうと思います。 

また国際ロータリーには 34 のゾーンがあり、 
ゾーンは国際ロータリーの理事を選出する基礎 
になり、各ゾーンのロータリアン会員数がほぼ 
均等になるよう約 8 年毎に見直しが行われます。 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



 

 
日本のロータリアンは減少していて、2780 地区 

は 13 地区 883 クラブある A-2 グループの所属に 
なりますが、北海道・東北方面はパキスタンやバ 
ングラデシュ、インドネシアの地区と同じゾーン 
で、日本は 2.5 ゾーンということになります。 
国際ロータリーでの日本の発言権を確保する

ため、増強の必要性があるということかと思いま

す。2780 地区に関しては、この 5 年間の内、4 年

間は会員数が増加しています。 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝでは 6 グループに分かれて、

会員増強やクラブの活性化について、各クラブの

現状やアイディアを話し合いました。本日の報告

のため、メモを用意して構えていたら、さっさと

書記に任命されて、しまったと思いました。 
増強に対する考え方や方法、クラブ活性化に関 

しては、やはりクラブの人数や現状により違って 
くるという意見は説得力があると思いました。 
また人数が少なく減少しているクラブや、クラ 

ブ内のトラブルもありながら、何とか立て直そう 
としている会長エレクトの意見は印象的で、私は 
クラブの状況に恵まれ、幹事として一年間、会長 
エレクトを経験させて頂き良かったと思います。 
 これから次年度の方針や、計画を具体的にして

いくことになります。櫻内会長や田後増強委員長

始め、皆様の熱意と尽力で新会員も大幅に増えま

したので、会員同士お互いを良く知り、親睦を図

れる例会や事業を行う、インターアクトやクラブ

で受入れの米山奨学生や交換留学生との交流の

機会を作り、また次年度・次々年度に繋がるよう

な活動に着手していきたいと思います。 
各委員長及び委員の皆様には、いろいろご相談

させて頂きたいので、宜しくお願い致します。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○幹事部門           横溝 志華 

 幹事部門は 3 名のリーダー、サブリーダーで、 
お１人目は「幹事の役割」についての説明で、研 
修により幹事の責任の重大さをひしひしと感じま 
した。会長とは密に連絡を取り、前幹事とは引継 
ぎをして、地区からの情報は正確に伝える等です。 

お２人目は、マイロータリーへの登録は義務で 
あること。もう１つの重要な役割はガバナー方針 
である増強に協力し、会員に気を配り、欠席が続 
く方には連絡を入れるなどです。 
 ３人目の方が一番具体的な内容で、初めて幹事 
をやる方が多数だが、中には 2 回目、3 回目の方 
もおり、またクラブ事務局が無く、幹事が会計や 
事務方も兼任していて、クラブ事情により様々の 
ようです。E クラブも最初は順調だったそうです 
が、会員が世界各国にいるため、会費の問題など 
で苦労されているようです。 
○クラブ奉仕部門        早川 正彦 

 分科会は教室が狭く、人数も多すぎてディスカ 
ッションも周りがうるさく、聞こえませんでした。 
クラブ活性化のための対策に時間を費やし、手段 
として女性会員を増やし、30～40 才代の会員が 
活動しやすくというようにことで出席やメイクの 
規定も緩和していくような内容でした。 
○クラブ奉仕部門         豊岡 淳 

森ＰＧをリーダーとして進められ、「クラブ活 
性化の為に何をしているか」とのテーマでディス 
カッションが行われました。各クラブとも独自性 
を出して、工夫されているのが良く分かりました。 
当クラブはチャーターメンバーのお二人を含め、 

ベテラン会員が我々若い会員（会長、幹事）をサ 
ポートしてくれて、クラブ内の雰囲気を良くさせ、 
そのことが高出席率へと繋がっていると思い、発 
表しました。次年度は例会親睦委員長としても、 
この「和」を大事に運営に当りたいと思います。 
○研修リーダー部門        黛 裕治 

 最初に基調スピーチで「クラブ活性化とクラブ 
研修リーダーの役割」が 30 分、その後、3 つの 
グループに分かれてのディスカッションでした。 

テーマは規定審議会の変更に伴う各クラブの 
対応についてですが、騒々しかったので、後日 
協議会資料が送付されたら参考にして進めます。 
 



 

                  
○会員増強部門         阿部 毅 

     次年度の第 1 のテーマが増強です。当クラブで 
も増強は大切で、継続していかなくてはなりませ 
んが、退会者のないよう会員維持に努めることも 
大切です。目標は会員数 50 名以下は 1 名以上、 
50 名以上は 2 名以上となります。 

     特に女性会員と若い会員を中心にいうことで、 
サブリーダーの小川忠久氏が「魅力あるクラブ」 
として 6 つのテーマを掲げて、まとめていました。 
○青少年奉仕部門      池之上 和哉 

もうすぐ入会して 2 年が経ちますが、まだまだ 
分からない事ばかりです。リーダーの田中賢三パ 
ストガバナーの下、青少年奉仕の基調スピーチと 
サブリーダーからインターアクト・ローターアク 
ト、青少年交換、危機管理など教えて頂きました。 

インターアクト・ローターアクトは地区内で、 
16 クラブしかなく、もう少し積極的に増やして 
いかなければとの話がありました。 
当クラブも、光明学園インターアクトの提唱ク 

    ラブで、次年度はインターアクトクラブの地区大 
    会に当たる『年次大会』を光明学園が担当し、当 

クラブがサポートしますので、皆様にご協力頂き 
たく、よろしくお願い致します。 
○公共イメージ部門       小崎 直利 

 前年度の活動について、J-COM の映像で紹介が 

ありました。これからは SNSなど、ソーシャルメ 

ディアの活用など、公共イメージの認知度の向上 

や現状報告とメディア紹介、公共イメージ委員会 

の役割と責務などの内容でした。各メディアの連 

絡先の資料も戴きましたので、今後、活用してい 

きたいと思います。 

 また現在、ロータリアンだけに販売している 

「ロータリーの友」を一般にも販売してはどうか 

との提案などもありました。 

 

      

○増強ショートスピーチ      阿部 毅 

私にとっては最も苦手なスピーチです。長年、 
在籍しておりますが、これはという候補者には逃 
げられてしまいます。私の仕事は市民活動ですの 
で、対象者がリタイア―された方がほとんどで、 
 

 
 

なかなか現役で仕事を 
している方がおりませ 
ん。ですが、次年度は 
会員増強委員長という 
ことなので、今年度は 
多くの新会員に入会頂 
きましたが、また次年 
度は新たな気持ちでス 
タートし、地道にやっ 
ていきたいと思っています。  （概要にて掲載） 
 

○４０周年実行委員会      丸子 勝基 

皆様に１つお願いが 

あります。5月 27日 

40周年記念式典に奥 

様のご出席をできるだ 

け、お願い致します。 

来月より出欠席を確 

認させて頂きますが、 

奥様方も急に言われて 

も困ると思いますので 

ぜひ今から声掛けしておいて下さい。（概要にて） 

 

 
 
 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 
①本日はお世話になります。 
②連休は「泳げ鯉のぼり相模川」に、ぜひお出掛 

け下さい。 
●山本 正司君（相模原グリーンＲＣ） 
 しばらく振りの訪問で、本日は宜しくお願いし 
 ます。 
●櫻内会長、早川幹事 

①先日 21 ～23日の台湾訪問に参加の皆様、大変 

お疲れ様でした。柱となる事業の１つが終える 

事ができました。ありがとうございました。 

②本日の「地区研修協議会の報告、宜しくお願い 

します。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

④中村様、山本様、山之内様、ようこそ！  

＜裏ページに続く＞ 



 

 

●横溝 志華会員 

①先週、様々な活動をされました皆様、お疲れ様 

でした。 

②入会記念日祝をして頂き、有難うございます。 

    ●阪西 貴子会員 

①本日は入会記念日のお祝をいただき、ありがと 

うございます。 

②地区研修協議会に出席できませんで、申し訳あ 

りませんでした。報告、宜しくお願い致します。 

    ●冣住 悦子会員 

①横溝さん、山崎さん、阪西さん、入会記念日祝 

おめでとうございます。 

②本日、地区研修協議会報告を致します。宜しく 

お願いします。 

●田後 隆二会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②阿部さん、増強スピーチ有難うございました。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝の横溝さん、山崎さん、阪西さん、 

おめでとうございます。 

②台中文心 RCへ参加の皆さん、ご苦労様でした。 

 皆さんにいろいろとお世話になり、ありがとう 

 ございました。 

●瀬戸 裕昭会員、中山 徹男会員 

①次年度会長、幹事、各委員長の皆さん、地区協 

 の報告、宜しくお願いします。 

②入会記念日祝を受けられる横溝さん、阪西さん、 

山崎さん、おめでとうございます。何と女性ば 

かりですね。 

③近々入会される山之内さんをお連れしました。 

 皆様、宜しくお願い致します。 

●江成 利夫会員 

①地区研修協議会の報告を宜しくお願いします。 

 私は欠席致しました。申し訳ありませんでした。 

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①入会記念日祝の横溝さん、阪西さん、山崎さん、 

 おめでとうございます。 

②地区研修協議会の報告、宜しくお願い致します。 

●大塚 正浩会員 

     入会記念日お祝の皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

●藤本 恵介会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②台中文心 RC10 周年の訪問に行ってきました。 

とても盛大でした。当クラブの 40周年も頑張 

りましょう。 

●大坪 征弘会員 

①入会記念日の横溝会員、阪西会員、山崎会員、 

 おめでとうございます。 

②連休に入りますが、お怪我等されないようお気 

 をつけて、存分にリフレッシュして下さい。 

●阿部 毅会員 

①台中文心 RCの周年式典にご同行の皆様、大変、 

お疲れ様でした。 

②地区研修協議会報告の皆様、ご苦労様です。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい 

ます！ 

●菊地 啓之会員 

①地区研修協議会に出席の皆様、報告宜しくお願 

いします。 

②台中文心 RC、千曲川 RC出席の皆様、お疲れ様 

でした。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①台湾と千曲川へ行かれた皆様、お疲れ様でした。 

②入会記念日祝の横溝さん、阪西さん、山崎さん、 

 おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①台中文心 RC10 周年、千曲川 RC30周年に出席さ 

れた皆様、お疲れ様でした。 

②とても爽やかな季節となってきました。相模川 

の鯉のぼりも気持ち良く泳いでくれそうですね。 

●諸隈 武会員 

 横溝会員、阪西会員、山崎会員、入会記念日祝 

 おめでとうございます。 

●地区研修協議会 打ち上げ参加者より 

 4月 16日の地区研修協議会に参加された方々、 

 お疲れ様でした。当日の打ち上げの残りをスマ 

イルさせて頂きます。 

       今年度の累計額 １，０２７，７７５円 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 先週は台湾・台中文心ロータリークラブ創立 10 
周年記念式典への訪問に、14 名の参加で行ってま 
いりました。 
ホテルに着いてからの 3 日間については、私共 

の 1 カ月後にある創立 40 周年記念式典の参考に 
なることもあったかと思います。今後、検討する 
余地もあり、宜しくお願い致します。 
 3 日間の台中文心 RC のおもてなしには、頭が 
下がる思いでありました。国際奉仕委員会の黛委 
員長始め阿部会員、江成会員には相手方との打合 
せ・調整でいろいろと大変であったかと思います。 
ありがとうございました。 
 また日程が同じ日に重なりましたが、千曲川 
RC 創立 30 周年記念式典に、姉妹クラブ委員長の 
豊岡会員始め瀬戸会員、菊地会員に出席して頂き 
ました。千曲川 RC には黒澤酒造さんもおられる 
ので、一応、台湾からのラインで「呑んでも、呑 
まれるな！」と入れておいたのですが、次回例会 

で台湾と千曲川の周年事業報告がありますので、 

詳細を聞いていきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

先週（4 月 18 日）の会長幹事会報告をします。 
残りも 3 回になり、重要案件も少なくなりました。 
①第 5 グループ桜祭り エンドポリオナウ募金の 
報告。（相模原南ＲＣより） 

 1 日目 66,100 円、2 日目 61,249 円計 127,349 円 
②グリーン RC 主催「子どものための音楽会」は、 
 定員オーバーで締め切りました。 
③ニューシティ RC 認証式、相模原大野 RC 市長例 
 会への参加要請。また当クラブ 40 周年記念式典 
への参加要請も依頼。 

④財団地区補助金の選考結果の報告。 
⑤規定審議会への立法案提出は、現段階で無し。 
⑥第 5 グループは会員数、財団寄付関係では大変 
優秀で 40 名程の会員増になっている。 
当クラブの財団寄付金が 2 月時点で 0 円となっ 
ておりますが、3 月に送金手続きをしました。 

⑦地区「新会員の集い」が 5 月 20 日（土）に開催。 
⑧会員増強が思うように進展していないとのこと。 
 第 5 グループでは相模原 RC、相模原西 RC、相 
 模原中 RC が元気がある。 
➈交換学生の件で、当クラブがホストクラブとな 
 るが、ホストファミリーの依頼を要請。受入れ 
は次年度ですが、今年度も要請しておきました。 

  
尚、交換学生のボトンド君の書類は桜美林高校 

で承認頂きまして、既にガバナー事務所に送付済 
みです。来日日程なども打合せをしていきたいと 
思います。 
 本日、持回り理事会で 2 名の新会員候補者が提 
出されました。「創立 40 周年を、会員 40 名で！」 
という目標はお蔭様で達成できそうです。皆様に 
感謝申しあげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①台湾での「第１８回ロータリー国際囲碁大会」 

のご案内 

2003年より毎年、日本、韓国、台湾の順で対抗 

戦を開催しており、クラブ内の囲碁好きの皆様 

に参加を呼び掛けております。（詳細は回覧） 

日程：6月 3日（土）15:00～ 

会場：台湾 桃園市大渓区 Rosa Garden 

参加費：15,000円（歓迎晩餐会、懇親会、賞品、 

バス等を含む） 

※相模原ニューシティ RC 認証状伝達式の出席者は 

本日までに登録料 1 万円をクラブ事務局に納入を 

お願い致します。 

※次年度委員会活動計画書 原稿書式を各次年度 

委員長にお渡ししております。５月９日例会までに 

ご持参頂くか、ＦＡＸまたはメールにてご提出をお 

願い致します。   

※次週５月２日（火）は例会取止めにてありませんの 

で、お間違いないようお願い致します。 

 

例会プログラム 

５月 ２日例会取止め 

   ９日「台中文心 RC10周年訪問の報告」 

     「千曲川 RC30周年訪問の報告」 

      定例理事役員会 

  １６日「創立 40 周年リハーサル」 

     12:30～12:45 頃 例会 

     12:45～13:45 リハーサル 

  ２３日クラブフォーラム「創立 40周年」 

  

 

 

 

 

       

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横溝 志華会員 2011 年 4 月 5 日 

・阪西 貴子会員 2015 年 4 月 21 日 

・山崎 順子会員 2016 年 4 月 5 日 

 

 

 

 

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 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員   

ゲスト   山之内 洋氏（新会員候補者） 

ビジター  中村 昌治君（相グリーン） 

      山本 正司君（  〃  ） 

 

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 

３７名 ３０名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/11) 

１名 ９６．７７％ １００％ 


