
第 1913 回例会 

6 月 13 日 №45 

 

●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 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3460 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 IAC 

  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

    

     

〇相模原中ＲＣ創立までの歩み 

      当クラブのチャーターメンバー（創立会員） 

も小野会員と私の二人だけになってしまい、創 

立当時の話をしておくのも、キーマンの一人と 

して私の責務だと思いますので、今日の卓話で 

お話させて頂きます。 

私がロータリークラブに入会したのは1975 

年で、当クラブのスポンサークラブである相模 

原ＲＣでした。当時の会長は当クラブ初代会長 

である伊藤病院院長の伊藤茂氏で、当時は神奈 

川県全体が１つの地区で、第369地区でした。 

 ちょうど入会した頃に、地区からガバナーノ 

ミニー候補者として内々で公にはされずに、あ 

る人物の名前を出して、推薦依頼がありました。 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川合 貞義 

 ガバナー候補者の選出には、地区や候補クラ 
ブにおいても、また候補者自身も大議論される 
のが常のようです。これまでにも、そのことに 
よって多くの問題が起こり、やむなくクラブを 
移籍して立候補した例もあります。 
 候補者について、主だった会員で話し合いが 
なされましたが、賛否両論でなかなか結論が出 
ません。こうした中で、新クラブを設立し、そ 
こで対応したらどうかということになり、よう 
やく設立準備委員会が結成されて、できた新ク 
ラブが「相模原中ＲＣ」です。 
 新クラブの会員募集にあたって、まずは相模 
原ＲＣより移籍希望する会員 4 名と、あとは一 
般募集となり、私は伊藤茂氏に誘いを受けて、 
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まず設立に加わり、その後、羽山氏、山内氏、鹿 
島氏が加わって、この 5 名がキーマンとして第一 
歩を踏み出しました。 
 新クラブとして承認されるまでは、相模原ＲＣ 
の会員ですので、新クラブの会員集めや設立準備 
もして、大忙しの毎日でした。当時、よく会社が 
生き残っていたと社員に感謝です。 
 設立の打合せは、ほとんど伊藤病院の医局で行 
われ、伊藤院長が移籍を前提としていたので、会 
員募集には大きな力となりました。そして友は友 
を呼ぶで、初予定していた創立会員の 20 名を 
オーバーして、33 名の会員で、1977 年 6 月 7 日 
に創立総会となったことはご承知の通りです。 
同時に、国際ロータリーのアプリケーションに 

サインして提出し、10 日後には承認されるという 
スピードで、相模原中ＲＣが出発したのです。そ 
して 6 月 30 日付をもって、キーマンの 5 名は相 
模原ＲＣを退会となり、ここから認証状伝達式を 
成功させるために、会員一同で一致団結を誓い合 
いました。 

   〇相模原東ＲＣ設立について 

このクラブの設立に関して、大きなトラブルが 
あったことを話すべきかどうか迷いましたが、相 
模原ＲＣ30 周年記念誌にも事実として記載され 
ていますので、話をしておくべきだと思いました。 

     地区から、相模原ＲＣに橋本地区に新クラブを 
創ってくれないかの要請があったようです。当時、

相模原ＲＣは、京王線が数年後に橋本地区に入っ

てくるので、まだ時期尚早と断ったとのことです。 
その後、まもなくして、地区より当クラブに拡 

大（新クラブ設立）の話があり、当クラブでは創 
立 5 周年記念事業として、新クラブ設立を計画し、 
一丸となって会員募集に動き出しました。 

     地区でも既に準備が整い、特別代表や拡大補佐 
が指名されて動き出した矢先に、相模原ＲＣより 
地区に異論申立てがありました。 

     地区では相模原ＲＣが断わったため、一応、落 
この件は落着していて、当クラブとで新クラブ設

立準備を進めていました。ここで問題になった理

由が、国際ロータリー細則です。 
「同区域内にあるOne or Another-Clubの同意が

必要である」となっていて、日本語訳では「１つ、 
 

 
 

またはいくつかのクラブ」となっています。よっ 
て地区では 1 クラブ、即ち当クラブだけで良いと 
解釈したことが発端でした。日本支局にも問い合 
わせたところ、他のクラブの同意も必要であると 
の回答でした。 
また、この問題とは別に当時は「会員の質か、 

量か」で大議論がされていた時代で、ＩＭ（当時 
はＩＧＦ）でもテーマとして取り上げられ、「ク 
ラブを拡大して、会員を増やせば質が悪くなる」 
と公言した方もいました。 
 そのような状況下で、仮クラブとして一年間の 
長きに亘って設立できた難産のクラブでした。そ 
のような経緯が記載されている相模原ＲＣ30 周 
年の記事の一部と、相模原東ＲＣ創立 15 周年式 
典の私の祝辞の一部を、記録として報告させて頂 
きます。 
 
＜相模原ＲＣ30 周年記念誌－座談会より＞ 

〇相模原東ＲＣ設立をめぐって （一部抜粋にて） 

 －この問題については記録すべきかどうか、内 
心ためらうものがありましたが、やはりなるべく 
真実に近いものを伝えておくことが記録者の義務 
ではなかろうかと考えて取り上げた次第です。 
 しかし、うちのクラブ始め関係クラブは私を含 
めて当事者が未だ多くが健在ですから、誰がどう 
したということは避けた方がよろしいかと思いま 
す。率直な感想では、あれはうちが相模原東ＲＣ 
を作らせないというのではなくて、作り方に問題 
があったので、あのように紛糾したのだと思う。 
 
＜相模原東ＲＣ創立 15 周年祝辞より－ 

第 5 分区代理 川合貞義（一部抜粋にて）＞ 
 当、相模原東ＲＣは創立から承認を受けるまで 
手続きの段階で、いろいろなことがあり、長い年 
月がかかりました。認証状伝達式までは、さらに 
月日を要しました。しかし「禍を転じて福となす」 
の喩えではありませんが、それだけ数多く例会に 
出席させてもらい、ロータリーを共に学び、語ら 
い、勉強するチャンスが多く与えられ、友情を一 
層深めることができました。貴クラブについては 
言葉には言い表すことのできない親しみを感じさ 
せられます。 
 



 
         

 

 

●山口 紀生君（相模原ＲＣ） 

  遅ればせながら、40 周年のお祝を届けに参りまし

た。本日は宜しくお願い致します。 

●山崎 英人君（相模原橋本ＲＣ） 

  皆様、こんにちは！本日は 40 周年式典に参加致 

        しまして、ぜひ中 RC に学びたいと思い、出席しま 

した。宜しくお願い致します。 

●櫻内会長、横溝副幹事 

①本日、お祝の皆様おめでとうございます。 

②先週土曜日の地区研修に出席された皆様、お疲 

れ様でした。 

③結婚記念日のお祝ありがとうございます。（櫻内）  

●川合 貞義会員 

①卓話させて頂きます。休眠の時間にしてもらってい 

いです。どうぞ、ごゆっくり。 

      ②妻の誕生日祝ありがとございます。めっきりケンカ 

        が減りました。仲良くもなっていませんが・・。 

●佐々木 敏尚会員 

妻の誕生日祝を頂きまして、有難うございました！ 

●老沼 秀夫会員 

①川合さん、卓話頑張って下さい。 

②ご夫人誕生日祝、結婚記念日祝の皆さん、おめで 

とうございます。 

      ●豊岡 淳会員 

①6 月ご夫人誕生日祝の皆様、結婚記念日祝の櫻 

内会長、おめでとうございます。私には両方とも、 

縁がありませんが・・。 

②川合さん、卓話楽しみです。 

●中里 和男会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②櫻内会長、結婚記念日祝おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 

①本日、卓話の川合会員、宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝・結婚記念日祝の皆さん、おめで

とうございます。 

●小崎 直利会員 

①橋本ＲＣの山崎さん、ようこそ！ 

②6 月ご夫人誕生日お祝の皆さん、おめでとうござい 

        ます。 

③卓話の川合会員、宜しくお願い致します。勉強さ 

  せて頂きます。 

 

 

●阿部 毅会員 

①川合会員の卓話、お久し振りです。楽しみに聞か 

せて頂きます。 

②本日、ご夫人誕生日と結婚記念日をお迎えの方々 

  おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①川合会員の卓話、楽しみにしています。 

②ご夫人誕生日祝と結婚記念日祝の会員皆様、おめ 

でとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員、池之上 和哉会員 

①6 月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②川合会員、本日の卓話楽しみです。宜しくお願いし 

  ます。 

③相模原 RC の山口様、橋本ＲＣの山崎様、ようこそ！ 

●藤本 恵介会員 

①今月、ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

②櫻内会長、結婚記念日おめでとうございます。 

③川合会員、卓話とても楽しみです。宜しくお願い致 

します。 

●大塚 正浩会員 

①ご夫人誕生日お祝の皆様、結婚記念日お祝の櫻 

 内会長、おめでとうございます！ 

②川合さん、卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

●菊地 啓之会員 

①卓話の川合会員、宜しくお願い致します。 

②ご夫人誕生日祝、結婚記念日祝の皆様、おめでと 

  うございます。 

●冣住 悦子会員 

①6 月の奥様のお誕生日祝、結婚記念日祝の皆様、 

  おめでとうございます。 

②川合さん、卓話楽しみにしています。 

●田後 隆二会員 

①お祝の皆様、おめでとうございます。 

②川合さん、卓話楽しみです。 

●大坪 征弘会員 

①ご夫人誕生日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②櫻内会長、結婚記念日おめでとうございます。 

③今日、仕事の関係で早退させて下さい。川合会員、 

  卓話聞けずに、申し訳ありません。 

 

「会長の時間」と「委員会報告」は紙面の都合上、 

 次週の週報に掲載させて頂きます。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2019 年規定審議会 決議案承認のお知らせ 

今年度、大和中 RCより「決議案」が提出され、 

地区として承認致しましたので、その内容を各 

クラブに通知すると共に、国際ロータリー本部 

に提出致します。（詳細は回覧にて） 

提出議案：「雑誌月間」の制定を検討するよう、

ＲＩ理事会に要請する件 

②2017～18年度 地区大会親睦ゴルフコンペの件 

次年度大会日程は 9月 8日（金）で、次年度早々 

のご案内では準備が間に合わないため、早めに 

ご連絡させて頂きます。（詳細は回覧にて） 

日時：9月 8日（金）スタート 7:30～   

場所：相模原ゴルフクラブ 参加募集 160名 

参加費：5,000円 プレー費：17,000円  

 

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 
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○ご夫人誕生日祝 

・川合 貞義ご夫人 ６月 ７日 

・佐々木敏尚ご夫人 ６月 ９日 

・鎌田 英洋ご夫人 ６月１１日 

・大井  達ご夫人 ６月１８日 

○結婚記念日祝 

・櫻内 康裕会員  ６月２５日 

 

例会プログラム 

６月２０日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」 

  担当；会長、各委員長 

２７日「一泊例会」箱根湯本「南風荘」 

     18:30～例会 18:45 頃～宴会 

20:45 頃～二次会 

７月 ４日新年度第１回例会 

     「新年度のご挨拶」会長、幹事 

     定例理事役員会 

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 大坪 征宏会員   

 ビジター  山口 紀生君（相模原ＲＣ） 

     山崎 英人君（相模原橋本ＲＣ） 

 

●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 30名） 事前メイク者 

４０名 ２７名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(5/27) 

６名 ８２．３５％ ９４．８７％ 


