
第 1917 回例会 

７月 11 日 №２ 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※委員会活動計画書「方針・実施計画」の掲載は略にて 
〇会長：最住会長 

具体的な活動は、また理事会に諮って検討し 
ていきます。地区補助金も一年間という短い 
期間なので、今年度から次年度に向けて計画 
していきたいと思います。 

     〇幹事：横溝幹事 

      力不足ですが、会長と一緒に努めていきます。 
     〇会場監督：黛ＳＡＡ 

      副ＳＡＡと共に３名で頑張っていきます。 
     〇会計：丸子委員長 

      現状は事務局にほとんど依頼しております。 
〇会計監査：佐々木委員長 

 しっかりと監査していきます。 
 

    

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（概要にて掲載） 

〇クラブ管理運営／例会親睦：豊岡委員長 

 前年度の 40 周年で、会員数 40 名を達成し、 
 若い会員が多く入会されましたが、当クラブ 
 の場合、ベテラン会員とも交流がとれていて 
 とても良い雰囲気だと思います。 
 尚、本日は出席者が少なく、親睦活動委員会 
 も委員不足となっておりますので、こうした 
 場合には、ぜひ皆様のお力をお貸し下さい。 
〇姉妹クラブ：早川副委員長 

活動計画書の通りにて。 
〇会員組織／会員増強：阿部委員長 

 前年度末で 1 名減となりましたので、今年度 
 は、できれば純増 2 名以上を目指します。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
     増強についての詳細は次週例会で、「地区会員 
     増強セミナー」の報告させて頂きます。 
    〇ロータリー情報：黛委員長 

    活動計画書の通りにて。 
   〇奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／国際・職業奉仕：江成委員長 

国際奉仕については現在、台湾の台中文心 RC 
から、いくつかプロジェクトの提案があるよう 
ですので、また委員会で検討致します。 

    〇社会・青少年奉仕／池之上委員長 

     青少年奉仕は、11 月 3 日開催のインターアクト 
     年次大会を重点的に進めていきます。 
     また少年野球ジュニア大会の閉会（表彰）式が 
     7 月 16 日（日）に変更になりました。ご都合の 
     つく方は、ぜひご参加をお願い致します。 
    〇ロータリー財団：永保副委員長 

活動計画書の通りにて。 
   〇米山奨学会：小野委員 

    どうしても寄付のお願いが中心になりますが、 
    宜しくご協力下さい。 
   〇公共イメージ：小崎委員長 

    ホームページの刷新は検討の上、進めていきた 
いと思います。「ロータリーの友」紹介は、会 
員増強委員会とも協力して実施予定です。 

    〇指名：江成委員長 

活動計画書の通りにて。 
    〇細則改正：最住委員長 

     RI 規定審議会の改正がありましたが、前年度は 
行事が多く、検討時間が無かったため、今年度 
は改正に取り組んでいきます。本日、定款・細 
則をお配りしていますので、皆様からもご意見 
や改正の要望がありましたら、お願い致します。 
 

 
本日は前回とうって変わり、 

出席者 20 名と少ないですね。 
理事・役員の欠席者もいます 
ので、クラブ協議会の代読も 
多くなりそうです。 

先週は北九州で豪雨の被害 
が甚大で、事前避難の放送も 
たくさん流れていましたが、 
予想以上の災害になりました。2014 年に広島の 
 

 
 
痛ましい被害があり、この時期の西日本の集中豪 
雨は、まるで定着したかのように毎年起こってい 
て、日本の天候が変わっていると実感します。 

相模原でも昨年、大雨で死亡者が出ましたが、 
私の会社でもパートさんが大勢いるため、予報に 
は神経を使っています。 
先週 8 日（土）は少年野球ジュニア大会開会式 

があり、当クラブから 16 名が参加しましたが、 
晴天で今年 1 番の暑さでした。開会式が雨で延期 
になったことが、私の知る限りは無く、毎年よく 
晴れるなあと感心します。しかも毎年暑い。見て 
いると、具合の悪くなった児童もいたようです。 

ジュニア大会は 5 年生までが出場する新人戦の 
ような大会で、翌年も本大会で対戦する選手が多 
いと思われ、ライバルの戦力を見極めるのに、ち 
ょうど良い大会ではないでしょうか。始球式は、 
日大三高野球部出身の横江会員に投げて頂き、交 
代して本当に良かったです。ありがとうございま 
した。横江会員の雄姿は、会報でご覧下さい。 
また先週の理事役員会で光明学園インターアク 

トから要望のパソコンの支給を決定しました。学 
校のパソコンは使用できるものの手続きが大変と 
いうことで、今年は年次大会の主催校として必要 
になることも多いと思われ、池之上委員長から、 
7 月 20 日納品になる旨、伝えて頂きました。 

千曲川 RC との合同例会は 8 月 2 日（水）に 
決まり移動例会となり、チャーターバスも用意し 
ていますので、ぜひ皆さんご参加下さい。 

8 月 8 日（火）が通常例会となりますが、8 月 
は通常例会が 2 回になりますので、ご注意下さい。 
年初から、スケジュールや会場変更が続きますが、 
よろしくお願い致します。 
 
 
 
●一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 

 お世話になります。新年度が始まり、張り切っ 

 ておいでと思います。今年度宜しくお願い致し 

 ます。 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。 

（次ページに続く） 



 
 

●黛 裕治君 

①本日のクラブ協議会、会長、各委員長よろしく 

     お願いします。 

②今月ご夫人誕生日祝で、お祝いいただきまして 

     ありがとうございます。 

●田後 隆二会員 

①クラブ協議会、会長、各委員長よろしくお願い 

     します。 

②家内の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

     喜びます。 

●小野 孝会員 

①ご夫人誕生日祝の中里さん、田後さん、黛さん 

 おめでとうございます。 

②一戸徳雄さん、いらっしゃい。 

●菊地 啓之会員 

①今年度、会長、幹事、各委員長の皆さん、宜し 

     くお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●永保 固紀会員 

     一戸さん、お久し振りです。 

        ●江成 利夫会員 

①ご夫人誕生日祝の中里会員、田後会員、黛会員 

     おめでとうございます。 

②一戸さん、ようこそいらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●藤本 恵介会員 

①7月ご夫人誕生日の会員皆様、おめでとうござ 

 います。 

②先日の少年野球・ジュニア大会で、横江さん、 

 素晴らしい始球式でした。冣住会長共々、お疲 

れ様でした。 

●阿部 毅会員 

①本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①ご夫人誕生日祝の中里さん、田後さん、黛さん 

 おめでとうございます。 

②クラブ協議会、各委員長よろしくお願いします。 

●小崎 直利会員 

①7月ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうござ 

 います。 

②クラブ協議会、よろしくお願いします。 

③「けやきの間」、久し振りですね。入会した頃 

 を思い出します。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●池之上 和哉会員 

 中里さん、田後さん、黛さん、ご夫人お誕生日 

 祝、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②昨日から暑さが厳しく、身体に応えますね。 

●大塚 正浩会員 

 ご夫人誕生日祝の中里会員、黛会員、田後会員 

 おめでとうございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区大会についてのお願い 

本年度は 9月 17 日（日）・18 日（月・祝）の両 

日、ホテルセンチュリー相模大野及び相模女子 

大学グリーンホールにて開催致します。つきま 

しては下記要領にて、関係書類をご返送下さい。 

1)長寿会員（満 85才以上）と、物故会員（前年 

度地区大会以降にご逝去された方）。 

2)会長幹事会（及び地区指導者育成セミナー、RI 

会長代理歓迎晩餐会）の登録。 

日時：9月 17日（日）12:30～開会 ホテルセ 

ンチュリー相模大野 

3)地区指導者育成セミナー（セミナー終了後、RI 

会長代理歓迎晩餐会－希望者のみ）。 

    日時：9月 17日（日）14:30～開会 ホテルセ 

ンチュリー相模大野 

  対象者：会長、幹事、会長エレクト、クラブ研 

修リーダー 

4)第 2日目（9月 18日）の本会議、大懇親会の登 

録締切は 8月 10 日です。 

5)地区大会信任状証明書の提出 締切：8月 10日 

 

※新会員歓迎会の出欠表を回覧にて（会員有志） 

        ７月２４日（火）１８時～ 場所・会費は未定 

      ※千曲川 RC 合同例会・バーベキュー（移動例会） 

        出欠表を回覧。８月２日（水）チャーターバス 

        ８：００ 商工会議所前 ８：１０頃 相模原駅前より 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱 ロータリーソング「奉仕の理想」 

     ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

     ビジター   一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ）    

 

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中里 和男ご夫人 ７月 １日 

・田後 隆二ご夫人 ７月１９日 

・黛  裕治ご夫人 ７月３０日 

 

 

 

 

例会プログラム 

７月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 豊岡 淳会員 

８月 １日→２日（水）移動例会 

    「千曲川ＲＣ合同例会・バーベキュー」 

   ８日イニシェイション・スピーチ 

       横江 利夫会員 

     定例理事役員会 

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 ２０名 ６名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/27) 

８名 ７６．４７％ ８０．０％ 


