
第 1916 回例会 

７月４日 №１ 

 

●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 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長 

今年度会長を務めさせて頂きます最住です。 
頼りない会長ですが、どうぞ盛り立てていただ 
けるよう宜しくお願い致します。まずは、ご報 
告からさせていただきます。 
前年度の最終例会でも報告がありましたが、 

残念ながら松尾会員が 6 月 30 日付で退会され 
ました。従って今年度は 39 名からのスタート 
になります。また、まだ受賞確定ではありませ 
んが、皆様のご協力もあり、櫻内会長年度に「RI 
（ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）会長賞」の要件を満たすこ 
とができました。 

      RI 会長賞は、私も今まで地区大会などで他の 
クラブが表彰されているのを見て、何だろうと 
 

    

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最住 悦子 

思ってはいたのですが、その年度の RI 会長が 
世界のロータリークラブに共通する目標を掲げ、 
その内の何項目かを達成すると、受賞すること 
ができます。どれだけクラブが活性化している 
かの指標の一つでもあり、大変に名誉なことだ 
と思います。正式に受賞が決定しましたら、ま 
たご報告させて頂きます。 

RI 会長賞は、今年度も 2780 地区の目標の一 
つになっていますので、あらためて今年度 RI 
の目標についてご連絡する機会を持つ予定です。 
また直近のスケジュールで、早速ですが今週 

8 日（土）に「少年野球ジュニア大会」の開会 
式があります。9 時から淵野辺公園ひばり球場 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
    集合になります。急ですが、できるだけ多くの会 

員の参加をお待ちしております。 
また 7 月 11 日は、夜間例会としたスケジュー 

ルをご覧になった方もいると思いますが、様々な 
事情があり、通常の昼の例会を隣の「けやきの間」 
で行います。手狭になりますが、来週は今年度最 
初のクラブ協議会ですので、ぜひご出席下さい。 
 次に今年度、皆様に出席して頂きたいイベント 
をご連絡します。全員登録になりますので、是非 
スケジュール帳に書き留めておいて下さい。 

まずは、9 月 18 日（月・祝）に「地区大会」が 
あります。大谷ガバナーのもと、相模原南 RC が 
主催し、相模大野のグリーンホールで行われます。 
近場での開催ですので、大勢で参加して大会を盛 
り上げていきたいと思います。 

11 月 3 日（金・祝）は「インターアクト年次大 
会」があり、地区のインターアクトが一堂に会し、 
日頃の活動を発表します。今年は中 RC が提唱す 
る光明学園高校が主催し、中 RC は大会の支援を 
します。青少年奉仕委員を中心に、大会までの準 
備を含め、大勢の出席をお願い致します。 
また来年になりますが、3 月 24 日に第 5 グルー 

プでの事業である「ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）」が 
あります。今年度の担当は相模原 RC で、詳細は 
後日になりますが、まずは予定だけしておいて頂 
けるようお願いします。 

さて、ようやく本年度の方針に入りますが、各 
委員会の方針は、次週のクラブ協議会で報告があ 
りますので、細かい内容は次週にしまして、一般 
的に周年事業の翌年は、どうしてもクラブの士気 
が下がりがちになるということです。 
私自身も 40 周年式典や記念事業があり、あま 

り今年度に向け、準備万端とはいきませんでした。 
まずは 41 年目ということもあり、新たな 10 年に 
向けての土台作りができればと思っています。 
前年度は、櫻内会長が有言実行で 40 周年を会 

員数 40 名で迎えるという目標を達成してしまい 
ましたので、新会員も多く入会し、クラブが活性 
化していると感じています。今年度は会員同士、

お互いを良く知り合える活動を中心に行いたい

と思います。何度かフォーラムも予定しています

が、経験の長い会員は改めてという内容もあるか 
 

 
 

と思います。皆さんのお考えや、ご意見をぜひ伝 
えて頂けるようお願いします。親睦はもちろん、 
奉仕事業もできるだけ多くの会員が参加できる地 
域の奉仕活動に重点をおいていく予定です。 

また今年度は、年次大会を主催するインターア 
クトを始めとして、米山奨学生の張さんやハンガ 
リーからの交換留学生ボトンド君の受入クラブに 
もなっているので、親睦や奉仕活動で積極的に交 
流していきたいと思います。 
本年度は地区補助金事業を申請していないので 

すが、補助金事業は単年度で行うのは、なかなか 
難しい状況もあると感じています。現在、具体化 
はしていないのですが、台中文心 RC やフィリピ 
ンのマカティポブラシオン RC からも共同事業の 
打診があり、「空飛ぶシューズプロジェクト」に 
参加した学校からの要望もあるようです。 
それぞれ時間的にも費用的にも、気軽にできる 

事業ばかりではないと思いますので、今後に向け 
て補助金事業やそれ以外でも年をまたいで、また 
は長期的視野で、会長エレクトや奉仕委員会を中 
心に各会員と連携して計画していける体制にした 
いと考えています。 

地区方針の最重点課題は、まずは増強となりま 
す。目標は 50 名以下のクラブは純増 1 名以上で 
すが、松尾会員が退会されたこともあり、クラブ 
として 2 名以上の増員を目標としたいと思います。 
候補者の推薦、例会や夜間の集まりなどへのお誘 
いなど宜しくご支援ください。 

40 周年記念式典では、式典自体も他のクラブの 
方々にも大変評価していただき、クラブが一体感 
をもって式典を成功させようとする思いが伝わっ 
てきたという感想も多く聞きました。櫻内会長や、 
丸子実行委員長はもちろんのこと、会員一人一人 
の積極的な参加がなければできなかったことだと 
思います。 
本年度は 40 周年ほど大きな事業はないものの、 

相模原南 RC から選出の大谷ガバナー、当クラブ 
の金沢アシスタントガバナーのもと、更に一致団 
結してクラブやグループを盛り立てていけるよう 
お願いすると共に、私も頑張っていきますので、 
どうぞ助言や意見をたくさんいただきたいと思い 
ます。よろしくお願い致します。 
 



 

                  

    幹事            横溝 志華 

この度、相模原中 RC の幹事を仰せつかりまし

た横溝です。まだ入会年数も浅いので、幹事とい

う大役の責任の重大さを強く感じております。 
昨年から幹事になるということで、会長幹事会

にも一生懸命出席してきまして、当初は会長に付

いていけば良いと思っていたのですが、幹事の役

割の大変さも実感しました。 
今年度は私にとって、今まで以上にロータリー

を実践し、ロータリーと深い関わりを待たせて頂

けるような一年になることに感謝致します。 
今年度、第 2780 地区大谷ガバナーの方針の第 

    一は「会員増強」で、特に女性会員と若い会員（40 
    才以下）を重点とすることです。現在、第 5 グル 

ープは 12 クラブと多くのクラブがあり、その中 
から当クラブに入会してもらうためには、どうい 
う特徴や魅力を出していけばよいのかと、いろい 
ろ考えております。 

     また第 2780 地区では、相模原中 RC からの会 
長・幹事が女性ということで注目されているかと 
思います。 
 当クラブ発展のために、幹事役として最住会長 
の方針に従い、理事・役員の皆様とも協力して、 
微力ながら、精一杯幹事役を果たさせて頂きます。 
皆様のご支援ご指導を宜しくお願い致します。 

 

    ＜理事会報告＞ 

    ①今年度 期初会員数 39 名。（松尾会員退会により） 

      ②一泊例会 収支報告の件（前年度支払計上済）。 

収入（会員会費）296,000 円、支出（南風荘支払） 

629,150 円。 差引 333,150 円をクラブ負担にて。 

③光明学園インターアクト活動支援金の件。 

前年度と同額にて、青少年奉仕予算より 12 万円。 

④光明学園インターアクトより専用ＰＣ購入の依頼。 

学校ＰＣ使用は申請許可制のため。購入を承認。 

⑤千曲川ＲＣより合同例会・バーベキューの件。 

8 月 1 日（火）→2 日（水）移動例会とし、バスをチャ 

ーター。会員会費 3,000 円、クラブ負担１０～１５万。

⑥青少年交換学生ボトンド君の来日の件。 

８月１９日（土）羽田空港着 22:45 の予定。 

 

 
 

 
〇新会員歓迎会について      丸子 勝基 

 前年度に新会員が７名 
名入会され、その推薦者 
代表ということで、幹事 
役で歓迎会をセッティン 
グさせて頂きます。本来 
なら前年度に行うはずで 
したが、周年事業や行事 
が多く、今年度になりました。日程は 7 月 25 日 
（火）18 時～、場所や会費は未定ですので、決 
まり次第、ご連絡致します。 

  
 

 

●冣住会長、横溝幹事 

皆様、新年度おめでとうございます。本日から 

会長幹事役を果たさせて頂きます。女性二人、 

一心同体で頑張ります。宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

①誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

80才になります。 

②今年度も宜しくお願いします。 

●大塚 正浩会員 

①櫻内直前会長、早川直前幹事、一年間お疲れ様 

でした。 

②冣住会長、横溝幹事、一年宜しくお願いします。 

③誕生日お祝い、ありがとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①新年度のスタート、冣住会長、横溝幹事、よろ 

しくお願いします。 

②直前会長として、一年間有難うございました。 

 また記念品をありがとうございます。  

●永保 固紀会員 

新年度、会長・幹事・役員の皆様、宜しくお願 

いします。 

●金沢 邦光会員 

 いよいよ新しい一年のスタートですね。冣住会 

 長、横溝幹事、頑張って下さい。私も他人の心 

配をしている場合じゃないですが・・（笑） 

＜次ページに続く＞ 



 

 

    ●川合 貞義会員 

年度初めですね。会長、幹事の顔ぶれが変わり 

ましたね。冣住さん、横溝さん、忙しくなりま 

すが、体に気をつけて下さい。一年間、宜しく 

お願いします。 

●丸子 勝基会員 

①冣住会長、横溝幹事、理事役員の皆様、今年度 

一年間お疲れ様です。宜しくお願い致します。 

②大塚会員、小野会員、誕生日祝おめでとうござ 

います。 

    ●甲斐 美利会員 

冣住会長、横溝幹事、ご就任おめでとうござい 

ます。一年間よろしくお願い致します。 

●黛 裕治会員 

①冣住・横溝年度、始まりました。楽しみにして 

います。 

②7月会員誕生日祝の小野会員、大塚会員、おめ 

でとうございます。 

③今年度 SAA です、ご協力宜しくお願いします。 

●豊岡 淳会員、藤本 恵介会員 

①今年度、親睦委員長の豊岡と副委員長の藤本で 

す。今年度一年、楽しい例会を目指してやって 

参りたいと思います。宜しくお願い致します。 

②親睦委員会懇親会のお釣りをスマイルします。 

●菊地 啓之会員、竹田 繁会員 

①会長、幹事始め会員の皆様、本年もどうぞ宜し 

くお願い致します。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

         新年度スタートしました。会長、幹事始め役員、 

         会員の皆様、一年間宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①冣住会長、横溝幹事、一年間宜しくお願い致し 

ます！ 

②会員誕生日祝の小野さん、大塚さん、おめでと 

         うございます！ 

●田後 隆二会員 

①誕生日祝の小野さん、大塚さん、おめでとうご 

        ざいます。 

②新会長・幹事、よろしく～。 

 

 

 

●伊倉 正光会員 

①冣住会長、横溝幹事、今年度宜しくお願いします。 

②大塚会員、小野会員、誕生日祝おめでとうござ 

 います。 

●阿部 毅会員 

①新年度のスタート、冣住会長・横溝幹事、チー 

ムワークで頑張りましょう！！ 

②誕生日祝の小野会員、大塚会員、おめでとうご 

ざいます。 

●老沼 秀夫会員 

①冣住会長、横溝幹事そして理事役員の皆さん、 

 一年、体に気をつけて頑張って下さい。 

②今年もどうぞ、よろしく！ 

●江成 利夫会員 

①前年度、皆出席者の表彰おめでとうございます。 

②会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①冣住会長、横溝幹事、今年一年宜しくお願いし 

ます。私も 7月から 3年目がスタートしました。 

②小野会員、大塚会員、お誕生日おめでとうござ 

います。 

●阪西 貴子会員 

①本日お誕生日祝の小野さん、大塚さん、おめで 

とうございます。 

②直前会長・幹事の櫻内さん、早川さん、お疲れ 

 様でした。 

③冣住会長、横溝幹事、宜しくお願い致します。 

●小崎 直利会員 

①本日から冣住会長年度ですね！ 新たに気を 

引き締めて参ります。 

②櫻内会員、一年間お疲れ様でした。先日の一泊 

 例会、楽しかったです！ 

●諸隈 武会員 

①大塚会員、小野会員、誕生日おめでとうござい 

 ます。 

②冣住会長、横溝幹事、一年間宜しくお願いします。 

●瀬戸 裕昭会員、池之上 和哉会員 

①いよいよ新年度が始まりましたね。冣住会長、 

 横溝幹事、皆様よろしくお願いします。 

②米山奨学生の張さん、ようこそ！ 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     ・川合 貞義会員   ・丸子 勝基会員 

     ・黛  裕治会員   ・江成 利夫会員 

     ・櫻内 康裕会員   ・最住 悦子会員 

     ・田後 隆二会員   ・伊倉 正光会員 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金沢 邦光会員   ・瀬戸 裕昭会員 

・阿部  毅会員   ・豊岡  淳会員 

・早川 正彦会員   ・横溝 志華会員 

・藤本 恵介会員   ・池之上和哉会員 

（出席免除者、途中入会者は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      前年度 瀬戸親睦委員長より、選理由： 

       スマイルの累計額からですと、毎年、同じ 

      方が受賞されていますので、今回は私の独 

      断で、入会５年未満の会員を対象に一番、 

      貢献して頂いた池之上会員に贈呈させて 

      頂きます。ご協力ありがとうございました！ 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区大会親睦ゴルフコンペの件（再度ご案内） 

各クラブからの申込者がまだ少ないため、ぜひ 

とも、多く皆様のご参加を宜しくお願いします。

（※参加者は、回覧申込書にご記入下さい） 

日時：９月８日（金）スタート７：３０～  

場所：相模原ゴルフクラブ 

会費：5,000 円  プレー費：17,000円  

登録締切：7月 31日 

②第２回インター・ローターアクト委員会開催の 

ご案内 

     日時：7月 8日（土）13:00～委員会  

14:00～アクターズミーティング 

場所：第一相澤ビル 登録締切：7月 4日 

 

※本日、委員会活動計画書と会員一覧表をお渡し 

しております。定款・細則は次週お渡しにて。 

     次週のクラブ協議会で、活動計画書を使用しま 

すので、お忘れないようご持参下さい。 

※相模原市少年野球“ジュニア大会”の出欠表を 

回覧しております。（会員有志による参加） 

     日時：7月 8日（土）9:00～開会式   

場所：「ひばり球場」（淵野辺公園内） 

     ※ご参加の場合はメイク扱いとなります。 

 

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  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

     ソングリーダー 老沼 秀夫会員 

     ゲ ス ト   張 珣さん（米山奨学生） 

    

 

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大塚 正浩会員 ７月２０日 

・小野  孝会員 ７月３０日 

 

 

 

例会プログラム 

７月１１日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

    担当：会長、各委員長 

１８日「地区会員増強セミナーの報告」 

  担当：阿部会員増強委員長 

２５日卓話（未定） 

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：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

３９名 ３６名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/20) 

１名 ９７．３０％ ８９．１９％ 


