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７月 25 日 №４ 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホンジェラスプロジェクトリーダー 

相模原橋本 RCで取り組んでいる中米・ホン 

ジュラスにおける、グローバル補助金事業のご 

紹介を行います。 

 ホンジュラス共和国の場所を、ご存知でしょ 

うか。中米に位置し、コーヒーやバナナを産す 

る自然豊かな国ですが、人口の 6割が貧困層で、 

中南米でも最貧国の１つです。国土の 8割を占 

める山間部の村々には、保健サービスが行き届 

かず、高い妊産婦や乳児死亡率への対応が課題 

となっています。都市部においては若年層犯罪 

組織の活動により、治安状況が悪化しています。 

・5 歳未満児死亡率 20人/1,000 人当り 

・妊産婦死亡率 129 人/10 万人当り 

 

    

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
原 幹朗（相模原橋本ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)その目的：同国、エルパライソ県ダンリ市 

周辺（山間部）の 3つの母子保健センター（CMI） 

に、未配備の超音波検査器を導入し、12週前の 

妊婦の発見数及びリスク発見数の増加を目指す 

 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

ものです。加えて住民に対して「妊産婦健診」 

の重要性を啓発し、受診を促すことで周産期を 

安全に過ごし、安全な出産（妊婦・新生児死亡 

率の改善）につなげることです。 

(２)経緯：2015年 11月の地区 R財団研修会で、 

菅原委員長（PG）からご紹介があり、検討の後、 

12 月のクラブ理事会で正式に取り組みが決定し、 

1年余の準備期間（延べ 3回、調査の為に訪問） 

を経て、2017年 3月から事業を開始、約 1年半 

で成果を目指します。 

 

 

○3 台の超音波診断装置を贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○贈呈書に署名（保健事務所長、ダンリ RC 会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボランティア研修施設にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地受入れはダンリ RCで、加えて同国で 15年 

の活動実績のある日本 NGOの「AMDA（ｱﾑﾀﾞ）＝特 

定非営利活動法人（アジア医師連絡協議会）」と、 

コラボすることになりました。  

事業総額は約 1,100万円で、内 400万円は自ク 

ラブ負担です。支出は超音波診断装置等（3台） 

が約 300万円、協力団体人件費が 480万円、移動 

費（車両費等）が 58万円、研修費が 83万円、プ 

ロジェクト管理費等が約 110万円、残りが臨時費 

となります。 

 

 

○贈呈式でのスピーチ（原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

○医療従事者に対する研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ホンジュラスの日本大使館訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
＜贈呈式＞２０１７年３月１４日 

（AMDA ホームページより抜粋） 

 本事業は、第２７８０地区相模原橋本RCと、第 4250 

地区ダンリRCが事業提唱者として、AMDAは協力団 

体として、１年以上掛けて準備してきたものです。 

当日は、相模原橋本 RC より原幹朗氏（ホンジュラ 

ス事業実行委員長）はじめ同 RC 会員、ダンリ RC 会 

長の産婦人科医バレラ医師、エル・パライソ県保健事 

務所長のアルヘニャル医師、AMDA から事業統括の 

山田氏が出席しました。 

ダンリＲＣのメンバーや研修受講者、妊婦さんたち 

を含む関係者も参加され、４０人以上が見守る中、新 

聞社やテレビ局も取材も多く、本事業への関心の高 

さが伺えました。 

(３)取り組み 

2017年 3～5月に、医療従事者に対する研修を 

ダンリ RCのバレラ産婦人科医（無償）が実施済 

み。更に住民に対する啓蒙の仲立ちをする「保健 

ボランティア」（約 120人）の研修を 6〜9月まで 

実施します。その後、目的に沿ったフォロー策を 

JICA等のご協力を得て検討するつもりです。 

（４）感 想 

①AMDA、JICA等とのコラボは肝要。「出会い頭の 

援助」からの脱皮。よりニーズを掘り下げられ 

る。しかし自らの主張は大切である。 

「ゼロからのスタート」よりは「１からの出発」 

としたい。 

②専門家ではない我々の限界あり。その分、耳を 

大きく、高くして多くのアドバイス、現地視察 

を行う。草野球の選手ではないが「草魂」を大 

事にしたい。 

③RIの総論（厳格ルール）と現地事情による特例 

との煮詰めが肝要。目的完遂にこだわり、妥協 

せずに頑張る。時間はかかるが、必ず合意が得 

られる！ 

④現地事情を十分に理解する。近年の政情、慣習 

（男尊女卑の現状→マチスモ、ムエリエゴ＝女た 

らし）、その結果による多くの片親の存在（夫 

婦の 40％は同棲→ウニオン・リブレ）家庭＆母 

と子のあり方が問われている現状を理解する。 

 

 
 
 
 
●原 幹朗君（相模原橋本ＲＣ） 
①本日は当 RC のグローバル補助金事業の紹介を 
 させて頂きます。当 RC の仲間達と伺いました。 
 よろしくお願い致します。 
②ホンジュラスでは、金沢さんのご参加に励まさ 

れました。有難うございました。 
③佐藤祐一郎さん、お久し振りです。 
●中村 辰雄君（相模原南ＲＣ） 

①冣住年度初めてのメークに参りました。 

②前年度、櫻内会長・早川幹事には夜遅くまで大 

変お世話になりましたので、そのお礼に参りま 

した。よろしくお願いします。 

●佐藤 祐一郎君（津久井中央ＲＣ） 
①本日は金沢ＡＧのお誘いで、橋本 RC の皆さん 
 からホンジュラスのお話があると伺い、参加さ 
 せて頂きました。 
②会場も広くなり、益々頑張っておられるようで 
 すね。本日はお世話になります。 
●吉水 清孝君（相模原橋本ＲＣ） 

①本日は宜しくお願い致します。 

②金沢ガバナー補佐、ホンジュラス視察ありがと 

 うございました。次回も宜しくお願い致します。 

●原 正弘君（相模原橋本ＲＣ） 
①40 周年では大変勉強になりました。 
②本日は宜しくお願い致します。 
●鈴木 洋子さん（相模原橋本ＲＣ） 

お邪魔致します。暑い日が続きます。皆様、お 

身体ご自愛下さい。 

●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橋本 RCの原幹朗様、卓話楽しみにしています。 

③本日、来て頂いた皆様、有難うございます。 

●豊岡 淳会員 

①本日、卓話をお願いします橋本 RCの原様、橋 

本 RCの皆様、よろしくお願いします。 

②入会記念日を祝って下さって、ありがとうござ 

います。まだまだ 10年です。 

＜裏ページに続く＞ 

 



 

        

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の原様、ご苦労様です。宜しくお願 

い致します。 

②入会記念日祝をして頂き、有難うございます。 

●大井 達会員 

①ゲストの皆様、ようこそいらっしゃいました。 

ありがとうございます。 

②卓話の原様、宜しくお願い致します。 

③入会 3年目に突入です。宜しく、どうぞ。お祝 

をありがとうございます。 

●大坪 征弘会員 

 本日はお祝を戴きまして、ありがとうございま 

す。今後とも宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

①入会記念日祝をいただき、有難うございます。 

 7月は仲間が多いですね。 

②原さん、卓話ありがとうございます。 

●諸隈 武会員 

入会記念日祝、有難うございます。入会前と比 

べ、夫婦喧嘩の数が減りました。少しは成長で 

 きたのだと思います。これからもお願いします。 

●金沢 邦光会員 

①橋本 RCの皆さん、大勢で来て頂いて有難うご 

ざいます。卓話よろしくお願いします。 

②佐藤ＰＡＧ、中村前会長、ようこそ！ 

●老沼 秀夫会員 

①原さん、卓話ありがとうございます。 

②入会記念日の皆さん、おめでとうございます。 

③皆さん、熱中症に注意して下さい。私は軽い熱 

     中症になってしまいました。 

●丸子 勝基会員 

①原さん、ようこそ。宜しくお願い致します。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

これからも一緒にﾛｰﾀﾘｰを楽しみましょう。 

●櫻内 康裕会員、藤本 恵介会員 

①今月、入会記念日の皆様おめでとうございます。 

②相模原橋本 RCの皆様、ホンジュラスのお話し、 

よろしくお願い致します。 

③佐藤さん、中村さん、ようこそいらっしゃいま 

した。 

 

 

 

●小野 孝会員 

①ゲスト卓話の原さん、よろしくお願いします。 

楽しみです。 

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①本日の卓話、相模原橋本 RCの皆様、よろしく 

お願いします。日本から随分遠くのプロジェク 

トで、お疲れ様でした。 

②7月入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①相模原橋本 RCの皆様、本日はゲスト卓話をあ 

りがとうございます！ 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます！ 

●江成 利夫会員 

①原様、ようこそいらっしゃいました。本日はよ 

 ろしくお願いします。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●中山 徹男会員、池之上 和哉会員 

①相模原橋本 RCの皆様、ようこそ！原様、本日の 

 卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。 

②7月入会記念日の皆さんおめでとうございます。 

●菊地 啓之会員 

①ゲスト卓話の原幹朗様、宜しくお願い致します。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③所用にて早退致します。 

今年度の累計額 １５３，４００円 

 

 

 

暑い日が続きますが、体調の方はいかがでしょ 
うか。本日も新会員歓迎会がありますが、あまり 
お酒を飲み過ぎたり、睡眠不足になりすぎないよ 
うご自愛下さい。 
先日、インターアクト年次大会の件で青少年奉 

仕委員長の池之上会員と光明学園インターアクト 
との打ち合わせに伺いました。例年は各インター 
アクトへ 9 月 1 日に年次大会の案内を配配信し、 
活動報告を 9 月末頃提出してもらい、プログラム 
を印刷して、11 月中旬頃に大会開催となりますが、 

今年度は 11 月③日が大会と開催時期が早くなり、↗ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏休みの関係で 9 月 1 日より前に配信をずらすこ 
とができないため、かなりタイトな日程になりそ

うで、青少年奉仕委員を始め会員皆さんのご協力

を仰ぐことになりますが、宜しくお願い致します。 
また昨日、柴胡 RC の例会に青少年交換留学生 

ホストファミリーのお願いに伺いました。私は全 
く知らなかったのですが、以前は引き受けクラブ 
が 1 年間ホストファミリーを務めるべきだという 
風潮があって、柴胡 RC では創立数年目で大変な 
思いをして引き受けられたそうです。 
現在は、１クラブだけで 1 年間は難しいので、

グループ全体で受けるという方針になっていま

すが、それでも毎年この問題は持ち上がっている

ので、今後いろいろと考えなければならないとい

う意見もよく聞きます。 
結果として今回、柴胡 RC では第 3 期を引き受 

ける方向で検討して頂いているそうです。今時点 
で前向きに検討して頂けるだけでも感謝してお

ります。 
ちなみに、交換留学生ボトンド君は 8 月 19 日 

に来日しますので、22 日例会でご紹介できれば 
と思っています。カウンセラーは櫻内会員、第 1 
期ホストファミリーは、川合会員に引き受けて頂 
くことになっています。 

本日は橋本 RC の原様からホンジュラスへの胎 
児超音波診断装置の寄贈事業について、お話を伺 
います。動画を興味深く拝見しましたが、とても 
楽しみにしています。宜しくお願い致します。 
 
 
○ロータリーの友７月号紹介    阿部 毅 

     私は会員増強委員長の担当ですが、今年度の方 
針として、公共イメージ委員会の小崎委員長とも 
 

 
 

協力して、一年間ロータ 
リーの友を紹介させて頂 
きます。 
 ロータリーには 3 つの 
義務があります。①会費 
の納入②例会出席③ロー 
タリーの友を読む。です 
が、なかなかロータリー 
の友を持ち帰って、読ん 
で頂くのは難しいようですので、一部の記事のみ 
紹介させて頂きます。 
 縦書 4 ページ～「減塩と健康寿命」は、自治医 
科大学の梶井名誉教授の講演要旨ですが、ご自身 
の健康のためにも、実践してほしいと思います。 
 9 ページ～「熊本地震の震源地から～」は熊本 
県益城町の熊本りんどう RC の活動を紹介してい 
ます。会員数 21 名で平均年齢は 49 歳、震災直後 
の様子や、苦労されながらも復興支援に取り組ま 
れています。 
 13 ページ・友愛の広場で「これからのロータ 
リークラブ、不易流行」という題がありました。 
変えてはならないものは順守し、同時に変えるべ 
きところは勇気を変えて行く「不易流行」の精神 
がロータリーにとって大切なことだそうです。 
 16 ページ「わが故郷は魅力度最下位県」とい 
うことで、茨城県は 4 年連続最下位ですが、全国 
第 2 位の農業生産県であり、海や山の幸に恵まれ 
た豊かな県で、茨城出身者の明るい話題も続き、 
この魅力に気づいてくれる日が来ると信じている 
とのことです。 
 また同じページには、台湾との問題も掲載され 
ていますが、当クラブも台中文心 RC と友好クラ 
ブであり、台湾との絆が続くよう願っています。 
 22 ページ～ロータリーアットワークでは、各 
クラブの奉仕活動の写真が多く掲載されています。 

（概要にて掲載） 
〇親睦活動委員会       藤本副委員長 

 新会員歓迎会を、本日 18 時～「木曽路」にて 
行いますので、ご出席宜しくお願い致します。 
 また、より楽しい例会とするために、来月より 
例会時の席決めをさせて頂きます。ご協力宜しく 
お願い致します。（概要にて掲載） 
 



 

 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①クラブ幹事・事務局対象「ＩＴ研修会」ご案内 

     前年度 6月に幹事を対象に実施しましたが、地 

区の新 Websiteの準備が間に合わなかったため、 

再度、研修会を開催致します。ご都合がつかな 

い場合は代理者のご出席をお願い致します。 

日時：8月 10日（木）15:00～17:00  

場所：第一相澤ビル 

研修内容：新地区ホームページ運用の説明 

（パソコンを持参されることをお勧めします） 

 

※千曲川ＲＣとの合同例会バーベキュー（移動例会） 

  の出欠表を回覧しております。本日までに出欠席 

  を記入下さい（詳細は回覧にて） 

  8 月 1 日（火）→2 日（水）バスチャーターにて 

※地区大会第２日目本会議 ９月１８日（月・祝）出欠 

表を回覧しております（移動例会）。８月８日例会ま 

でに、ご記入をお願いします。（詳細は回覧にて） 

※新地区ホームページにログインするための会員ＩＤ 

とパスワード（ガバナー事務所で任意作成）が届き 

ました。必要な方は書き留めるか、事務局よりメー 

ルでお知らせします。（回覧にて） 

例会プログラム 

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 

          担当：横江 利夫会員 

         定例理事役員会       

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊倉 正光会員 1992 年 7 月 8 日 

・豊岡  淳会員 2008 年 7 月 1 日 

・田後 隆二会員 2011 年 7 月 5 日 

・大坪 征弘会員 2015 年 7 月 7 日 

・大井  達会員 2015 年 7 月 7 日 

・高本 昌敏会員 2016 年 7 月 5 日 

・諸隈  武会員 2016 年 7 月 5 日 

・大塚 正浩会員 2016 年 7 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  黛 裕治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 鎌田 英洋会員 

 ゲスト   原 幹朗君（相模原橋本ＲＣ） 

ビジター  中村 辰雄君（相模原南ＲＣ）  

       佐藤祐一郎君（津久井中央ＲＣ） 

       原  正弘君（相模原橋本ＲＣ） 

       鈴木 洋子さん（  〃   ） 

       古橋 裕一君（   〃   ） 

       吉水 清孝君（   〃   ） 

 

●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 ２６名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/11) 

５名 ８４．８５％ ７６．４７％ 


