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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 

 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 

  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

    

    ○会長：櫻内会長 

今年度は、皆様にも大変ご尽力頂いた一年で 

あった年で、今から思うと大変な一年だったと 

実感しております。 

７月の会員増強から始まり、年初33名からの 

のスタートでしたが、田後増強委員長始め皆様 

のご協力のもと、年度終了のぎりぎりに40名に 

できたのは、素晴らしいことでした。 

 8月には、千曲川RCとの合同例会（バーベキ 

ュー懇親会）、陽光園・夕涼み会への参加、そ 

して創立40周年のフォーラムもスタート。 

10月にはガバナー公式訪問があり、同じ週に 

     地区大会も行われ、忙しい週でもありました。 

      12月には年末家族例会、1月は新年夜間例会 

が行われ、この1月から本格的に40周年式典の 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          （一部、概要にて掲載） 
打合せが始まり、同じく“空飛ぶシューズ”プ 
ロジェクトも動き始めました。 
 4 月には台湾・台中文心 RC10 周年式典に、 
14 名で参加し、友好クラブの調印をしました。 
 5 月には“空飛ぶシューズ”で、フィリピン 
に 7 名で行き、シューズの一部を贈呈。その後 
27 日には今年度のメインである「創立 40 周年 
記念式典」の開催となりました。 
 この式典で感じたことは、相模原中 RC の団 
結力の凄さで、誰が主役でもなく、全員が主役 
であった式典であり、他クラブからも今までに 
ない式典だったと高い評価を頂きました。 
○幹事：早川幹事 

 会長の隣にいただけで、幹事らしいことがで 
きたのかなと思いますが、マイロータリー登録 
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を呼びかけて、㝡住会員にも協力して頂き、少し 
登録者が増えてきているように思います。振り返 
ると、何しろ忙しかった一年というのが実感です。 

    ○会場監督：伊倉委員長 

     副 SAA と共に 3 名で務めしましたが、方針や 
実施計画を基に運営し、和気藹々とした例会運営 
ができたのではないかと思います。 
○会計：田所委員長 

 6 月 6 日の理事会で、今年度決算報告の承認を 
して頂きましたが、会員も増えて、一般会計・奉 
仕会計ともに順調に推移しました。特に奉仕会計 
は皆様から多くのスマイルを戴きました。 
○会計監査：横溝委員長 

 本日、会計監査を終了しまして、正確な会計処 
理がされていることを報告致します。 
○クラブ管理運営・例会親睦：瀬戸委員長 

 方針と実施計画に基づいて、楽しい例会と高い 
出席率は達成できたと思います。例会親睦では各 
委員がしっかりと責任を果たしつつ、楽しい例会 
を創り上げてくれました。年初は、新会員も多く 
心配もありましたが、委員会全体が自然と動くよ 
うになっていき、後半でお願いした「タスキ掛け」 
も実践できているようです。 
○友好クラブ・姉妹クラブ：豊岡委員長 

 韓国と台湾のクラブは、40 周年での担当委員会 
の黛委員長に一任した形で、私は主に千曲川 RC 
とのバーベキュー合同例会や、創立 30 周年式典 
を中心に担当しました。韓国・龍仁 RC とは長い 
お付き合いになりますので、また何か協同で奉仕 
事業などを検討して頂ければと思います。 
○会員増強：田後委員長 

 年初は 33 名でスタートとし、7 月早々に 3 名が 
入会されて安心しましたが、あとの 4 名の増強が 
なかなか難しくて、胃の痛い思いでした。40 周年 
式典前に、何とか滑り込みセーフで増強できまし 
たが、今後はこの会員数を維持できるよう、努め 
ていきたいと思います。 
○ロータリー情報：瀬戸委員長 

 何とか情報集会も 2 回実施できましたが、第 2 
回目開催のタイミングが遅れたことが、痛恨の極 
みです。前半は規定審議会による例会数の意見交 
換や先輩会員からのお話を拝聴でき、月 4 回例会 
 

 
 

を継続し、増強も達成でき、高出席率も保持でき 
ており、少し役立ったかと思います。後半は懇親 
会だけになった気もしますが、それもまた良かっ 
のではないかと思います。 
○奉仕プロジェクト・国際奉仕：黛委員長 

今年度は創立 40 周年式典があり、活発にいろ 
いろな事業が進んでいきました。私は台湾の台中 
文心ＲＣへの訪問や締結式、来訪時の歓迎会など 
が主になった感がありますが、各委員会で活発な 
活動ができたと思います。 
○社会奉仕・青少年奉仕：横溝委員長 

 力不足の委員長でしたが、各々の継続事業は予 
定どおり活動できたと思います。 
○ロータリー財団：菊地委員長 

 クラブ寄付目標は達成しましたが、全員寄付と 
いう点が未達成でした。休会者もおりますし、ま 
た 10 月が「米山月間」で、続いて 11 月も「財団 
月間」になり、出費が多いということで、今年 3 
月から集めましたが、タイミングが上手く合わな 
かったようです。 
○米山奨学会：江成委員長 

 寄付目標は達成できました。また米山月間には 
米山学友でカザフスタンのサウレさんに卓話をお 
願いしました。新会員も増えましたので、「米山 
梅吉記念館」への訪問も予定していたのですが、 
周年事業もあり、実施できませんでした。 
●公共イメージ：佐々木委員長 

 今年度は“空飛ぶシューズ”と創立 40 周年事 
業がタウンニュースに写真付きで大きく掲載され 
ました。私も“空飛ぶシューズ”の取材を NHK 
に働きかけて、何とか大丈夫かなと思ったのです 
が、事件とも重なり、だめになってしまったこと 
が心残りです。 
●指名：金沢委員長 

 自動的に入会順で決定しているので、苦労はあ 
りませんが、新会員も増えてきたので、幹事→会 
長エレクト→会長という慣例も検討した方が良い 
のではないかと思います。 
●細則改正：櫻内委員長 

 定款により入会金は削除にて決定しており、新 
年度から細則でも削除されますが、その他の部分 
は式典や事業のため見直しができなかったので、↗ 
 



 

     

次年度への申し送りとさせて頂き、次年度に早い 
段階で検討を行えるようにしていきます。              

●40 周年実行：丸子委員長 

昨年 8 月から各委員長を始め、時間を割いて頂 
    いて準備を進め、評価の高い式典ができました。 
    先日、ある方から格調もあって、和やかな式典だ 

ったと言われ、嬉しかったです。 
35 周年時は会員も少なく、記念例会という内輪 

の式典でしたので、40 周年は多くの皆様とにぎや 
かにと思いと、この 40年間の活動も紹介したく、 
当クラブ会員・ご家族も含め、約 170 名に参加頂 
き盛大に開催できました。有難うございました。 

 
                     

    （6 月 13 日分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

現在、6 月 10 日～14 日にかけて、アメリカ・

アトランタで国際大会が行われておりますが、当 
クラブからは今年度は残念ながら、誰も参加して

おりません。国際大会の様子は、マイロータリー

でライブや録画映像をご覧になることができま

すので、見て頂きたいと思います。 
 今後の国際大会ですが、来年はカナダのトロン

トです。次年度は大谷ガバナーや当クラブからは

金沢ガバナー補佐もおりますので、参加者も多く

というところかと思います。一年後ですが、参加

できるようお願い致します。その先は、 
2019 年 ドイツ・ハンブルク 
2020 年 ハワイ・ホノルル 
2021 年 台湾・台北 
 また、今年度の「RI 会長賞」があと少しで資格

を満たせそうですので、皆様にお願いがあります。 

 

 
 

マイロータリーに半数以上の会員の登録と、操 
作をして頂きたいと思います。資料をお渡しして 
おりますので、ご参考下さい。 

本日の例会終了後、細則改正委員会の打合せを 
行います。今年度は時間がなくて、改正案の作成 
ができないため、一部は既に決定してしている項 
目もありますが、次年度への申し送り事項とした 
いと思います。 
今年度の最終例会 6 月 27 日は「一泊例会」と 

させて頂きます。三年振りとなりますが、ゴルフ 
参加組は朝からとなります。例会は 18:30 点鐘、 
箱根湯本「南風荘」で、翌 28 日は自由解散とな 
ります。多くの皆様の参加をお待ちしております。 

 
（6 月 13 日分） 

●次年度青少年奉仕委員会  池之上 和哉 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 光明学園相模原高校インターアクトは、4 月が 
年度変わりとなり、既に新年度の活動が始まって 
おり、次年度委員会から報告させて頂きます。 
 光明学園は次年度、インターアクト年次大会の 
担当校となり、当クラブからもサポートが必要で 
す。顧問の金子先生ともコミュニケーションを取 
り、成功させるために、先日は地区委員会に出席 
してきました。 
 現在、光明学園インターアクトクラブは 15 名 
から 20 名に増えて、一生懸命活動をしています。 

今年 11 月 3 日（祝）が年次大会に決定してお 
りますので、これから時々、経過報告させて頂き、 
サポートしていきたいと思います。皆様も、ぜひ 
11 月 3 日は予定をあけて頂き、参加下さいますよ 
う、宜しくお願い致します。    （概要にて） 

 



  

 

 

 

●櫻内会長、早川幹事 

①本日で、この会場での「会長の時間」は今年度、最 

後になりました。櫻内会長、お疲れ様です。 

②次週は一泊例会とゴルフです。最後まで楽しみま 

しょう。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。  

●川合 貞義会員 

  入会記念日祝、ありがとうございます。永年、お世 

話になっていますが、これからも面倒見て下さい。 

      ●小野 孝会員 

        入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

お蔭様で、４０年間元気でした。 

      ●永保 固紀会員 

      ①久し振りの例会出席です。 

      ②先日は誕生日祝をありがとうございます。 

●江成 利夫会員 

①クラブ協議会、会長・各委員長宜しくお願いします。

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

私も戴きまして、ありがとうございました。 

      ●老沼 秀夫会員 

        入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。２７年 

       目に入ります。これからも宜しくお願いします。 

●田所 毅会員 

①本日、入会記念日祝の皆様、これからもよろしく！ 

②今日はクラブ協議会「今年度のまとめ」ですね。 

●菊地 啓之会員 

入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員、池之上 和哉会員 

①本日お祝を受けられる川合会員、小野会員、老沼 

会員、江成会員、おめでとうございます。合わせた 

ら、軽～く１００年は超えますね。 

      ②櫻内会長、早川幹事、いよいよラストランですね。 

        噛みしめて、例会をご堪能下さい。 

●大井 達会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

歴史を感じます。 

②先週は、家内の誕生日お祝を戴き、ありがとうござ 

いました。 

 

  

 

 

 

●丸子 勝基会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②所用のため、来週の一泊例会に参加できません。 

  櫻内会長、早川幹事、理事役員の皆様、一年間、 

  お疲れ様でした。 

●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！ 

●諸隈 武会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②会長、各委員長の皆様、本日は宜しくお願いします。 

●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！ 

●田後 隆二会員、横溝 志華会員 

①会長、幹事、各委員長、お疲れ様でした。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①６月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②今年度の活動のまとめ、宜しくお願いします。 

●金沢 邦光会員 

  暑くなってきました・・。いよいよ梅雨ですねぇ。 

  やだやだ！ 

●阿部 毅会員 

①櫻内年度の実質的な終了ですね。会長、幹事そし 

て理事役員の皆様、お疲れ様でした。クラブ協議会 

よろしく。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③今日は職業奉仕の為、こんな服装でお許し下さい。 

●竹田 繁会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日、所用のため早退させて頂きます。 

本日のスマイル額  ３３，０００円 

※本日の皆様よりのスマイルは、今年度ポリオ寄付が 

  ０円のため、ポリオ寄付とさせて頂きます。ご理解と 

  ご了承を宜しくお願い致します。（櫻内会長より） 

今年度の累計額   

１，１５６，７１５円 

 



 
         

 

 

    （6 月 20 日分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

とうとう、この会場での「会長の時間」も今日 

    が最後になりました。長いようで短かったような 

    気もしますが、あっという間の一年、いや準備か 

    ら入れると一年半だったような気がします。 

     本日はクラブ協議会となっておりますので、振 

り返っての話は重複しますので、後程、報告させ 

て頂きます。また各委員長からも報告を宜しくお 

願い致します。 

 地区補助金の“空飛ぶシューズ”プロジェクト 

がまだ完結しておりませんが、ここでようやく輸 

送会社との話が動き出しました。先に清算を行う 

形で、地区への完了報告書を提出できるようにな 

りました。残りのシューズがフィリピンに実際に 

届くのには、まだ時間がかかりそうですが、何と 

か早く届くのを期待したいと思います。 

 先週の例会時に報告した「RI 会長賞」の件です 

が、まだ確定ではありませんが、たぶんクリアー 

できるのではないかと思います。マイロータリー 

のスキルと関心の項目は 25％で、なかなか目標の 

50％が難しいのですが、別の項目で挑戦しており 

ます。いずれにしろ、マイロータリーへの登録を 

まだ行っていない方は、ぜひお願い致します。 

 また財団寄付の項目が１つ、クリアーできてい 

ませんが、送金はしておりますので、あと数日か 

かるかと思いますが、これができれば全項目が達 

成できる予定です。 

あとは微妙なところで、アウトになることがあ

り得るかもしれませんが、とにかく今年度は創立

40周年記念であり、「RI 会長賞」も受賞できれば、 

 

 

 

記念になることでしょう。当クラブは今回、2度 

目となります。 

本日、今年度最後の会長幹事会が行われます。 

次年度との合同ですが、一昨年は幹事として、昨 

年は会長エレクトで出席しましたが、あの時、壁 

一枚を隔てて、隣で務めを終わった感の声が羨ま 

しいというか侮辱的に感じておりましたが、今日 

は終わった方に廻らせて頂きます。 

 次週の一泊例会には多くの方の出席をお願い致 

します。一年間、ありがとうございました。 

 

＜ロータリーミニ情報＞ 

「１０年後のロータリーは？」 

（ロータリーの友６月号より抜粋） 

「10 年後のロータリーはどのようになっている 
のでしょか？」この質問に正しく答えられる人は 

いないでしょう。想像して答えることはできるか 

もしれませんが、その答えが正しいのかどうかは 

10年後になってみないと判りません。 

 一方で「10年後のロータリーはどのようになっ 

ていてほしいですか？」この質問なら多くの人が 

答えることができるでしょう。その答えは一つで 

はなく、いろいろな答えが返ってくると思います。 

 ただ１つだけ確実に言えることは、いま新会員 

と呼ばれている皆様がベテラン会員になり、クラ 

ブの中心で活躍をしているということです。 

 クラブの委員長を経験しているかもしれません。 

会長や幹事になっているかもしれません。地区の 

委員長になっている人もいるでしょう。 

ガバナーになっている人もいるかもしれません。 

「ガバナー？ さすがにそれは無理でしょう」と 

いう方もいるでしょうが、そんなことはありませ 

ん。1つまたは複数の RCに 7年以上在籍し、クラ 

ブ会長を務めたことがあれば、ガバナーになる資 

格ができるのです。実際に日本でも、入会 10年 

未満でガバナーに就任した例はあります。 

 10年後、皆様が思い描いたようになっていると 

思います。何故なら自らの思いを実現するよう、 

活動していくことできるのですから。年度が新し 

くなり、後輩会員を迎える会員も多いと思います。 

入会した頃の戸惑いや疑問を思い出し、後輩の面 

倒を見てあげて下さい。   （途中略にて掲載） 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①米山学友会主催「クリーンキャンペーン」の 

お知らせ 

次年度最初の事業として、海岸清掃を行うこと 

になりました。清掃後、昼食はバーベキューを 

行いますので、皆様のご出席をお願い致します。 

日時：7月 16日（日）11時 

小田急線「片瀬江ノ島駅」集合 

          11:30～清掃、13:00～バーベキュー 

会費：3,000 円  登録締切：7月 8日 

※当日出席できないクラブは 3,000 円のご寄付 

をお願いします。 

②2017～18年度地区財団セミナー及び第２回補助 

金管理セミナーのご案内 

今回は、次年度にグローバル補助金申請を予定 

しているクラブのためのセミナーです。申請予 

定がないクラブは出席対象ではありません。 

     日時：7月 15日（土）15:15～   

場所：アイクロス湘南（辻堂駅北口） 

※今年度最終例会「一泊例会」の出欠表を回覧して

おります。本日の例会終了までにご記入をお願い 

        致します。日帰りも可（※詳細は回覧ご参照。併せ 

て、ゴルフコンペの出欠席もご記入下さい） 

          日時：６月２７日（火）１８：３０～例会 １８：４５頃～ 

宴会  ２０：４５頃～二次会 

場所：箱根湯本「南風荘」  

会費：１３，０００円（宿泊） １０，０００円（日帰り） 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義会員 1977 年６月 17 日 

・小野  孝会員 1977 年６月 17 日 

・老沼 秀夫会員 1991 年６月 18 日 

・江成 利夫会員 2007 年６月  5 日 

 

例会プログラム 

６月２７日「一泊例会」箱根湯本「南風荘」 

     18:30～例会 18:45 頃～宴会 

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 

  １１日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

      会長、各委員長   

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 大塚 正浩会員   

  

 

 

 

 

 

 

●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 ３１名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/6) 

６名 ８３．７８％ ９４．２９％ 


