
第 1924 回例会 

９月 12 日 №９ 

 

●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 3461 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５グループガバナー補佐 

      日頃より、ガバナー補佐として当クラブにも 
何かとご迷惑をおかけしているかと思います。 
クラブ活動にもあまり貢献できず、またグルー 
プ幹事の瀬戸会員や事務局にも、いろいろお願 
願いしたり、何かとご負担をおかけしています。 

      当クラブも新会員が多くなりましたので、簡 
     単に「ガバナー公式訪問２週間前」について説 

明させて頂きます。 
 当 2780 地区には 66 クラブあり、現在までに 
約半数のクラブが公式訪問を終了しています。

第 5 グループには 12 クラブあり、当クラブが 6
番目の訪問となり、この公式訪問の 2 週間前に 
ガバナー補佐が訪問し、ガバナーの公式訪問が 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
金沢 邦光 

円滑に進むようにするのが私の役目です。いわ 
ゆる“地ならし”的なものと思って下さい。 
では、まずガバナーの紹介をさせて頂きます 

が、大谷ガバナーが自身で紹介ビデオを作成さ 
れましたので、こちらでご紹介致します。 
＜プロジェクターにて紹介、詳細は略＞ 
大谷ガバナーは大変気さくな方ですので、当 

日はリラックスして何でも質問して下さい。 
 ロータリーの友 7 月号に、各地区のガバナー 
が同じクラブの会員により紹介されていました。 
その中に“自分を動物に例えると？”の質問に、 
大谷ガバナーは物事にあまり動じない性格なの 
で、“象”だと答えていました。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
     公式訪問当日のスケジュールですが、通例です 
    とガバナーとガバナー補佐打合せが 30 分、会長・ 

幹事打合せが 30 分、更に地区役員・委員が参加 
して 30 分ですが、当クラブでは会長・幹事と一 
緒に地区役員・委員もご参加頂き、短縮にて行う 
予定です。 
 その後、12:30～13:30 の 1 時間が例会とガバナ 
ー卓話、13:30～14:30 の 1 時間がガバナーとの懇 
談会です。通常より 1 時間程延長になりますが、 
ぜひ、最後までご出席をお願い致します。 
 ガバナー公式訪問時に 2 つの宿題をお願い致し

ます。１つは「会員増強をどう考えているのか」

ということで、会長か増強委員長に発表をお願い

致します。第 5 グループでは現在、9 クラブが 1
名以上増強しておりますが、当クラブは 0 名です。 
もう１つは、“クラブの 5 年後、10 年後のイメ

ージを教えて下さい”ということで、どなたが発

表されるのか決めておいて下さい。 
また私からは、ぜひ当クラブの良い所をガバナ

ーに PR して下さい。例えば、前年度に 7 名の会

員増強や、地区補助金を活用した奉仕活動などで

も結構です。 
     最後に、ガバナーに対して質問や意見などをお 

願い致します。新会員からも率直な質問があれば、 
事前に会長に申し出て下さい。 
 また規定審議会改正による“例会の柔軟性”な 
どはどのように考えているでしょうか？ 当グル 
ープでも柔軟性により例会数を減らし、年会費を 
引き下げたクラブや、祝日がある月は例会数を 1 
回減らすなど変更したクラブもありますが、ガバ 
ナーは単に例会を減らすのではなく、そのことに 
より、どれだけ効果が出るのかを考えて下さいと 
言っています。例会を減らす→年会費を下げる→ 
増強ができる。こうした実績を出せるよう、単に 
例会を減らし、会費を下げるだけにならないよう 
にお願い致します。 

  
 
 

毎日暑かったり涼しかったり、雨も降りそうで 
降らないような天気が続き、世界でもメキシコ大 
地震や、フロリダのハリケーンなど大規模災害の 
 

 
 

多い 1 週間でした。私は 
この夏、更年期で急に暑 
くなり汗をかいたりして 
結構疲れました。今まで 
ちょっとしたことを更年 
期のせいで片付けていま 
したが、本格的になると 
大変です。でも気分的に 
いらいらしたり、落ち込んだりはしていませんし、 
また食欲もなくなっていません。 
先週は台中文心 RC の郭先生にゲストでいらし 

て頂き、当日の夜に歓迎食事会をしました。共同 
で奉仕活動をしたいという話も出て、なごやかな 
雰囲気の中で楽しいひとときを過ごしました。 
いよいよ地区大会が今週末となり、いつもは横 

須賀や茅ヶ崎、秦野と遠くまで遠征していました 
が、今年度は大谷ガバナーを擁する同じグループ 
の相模原南 RC 主催で、相模大野のグリーンホー 
ルで開催されます。私達も第５グループまたは他 
クラブの方々と大いに交流して頂きたいと思いま 
す。当日は大坪会員、諸隈会員、大塚会員、横江 
会員に受付と案内の応援に行って頂きます。 
本日は公式訪問 2 週間前の AG 訪問、地区大会 

を挟んでガバナー公式訪問となっていますが、Ａ 
Ｇは金沢会員であり、かしこまらない雰囲気でガ 
バナー訪問を迎えられると期待しています。少し 
でもそれぞれの思いを実現し、クラブをより効果 
的なものとするため、ガバナーと話ができる機会 
と捉えて疑問や意見を積極的に発言して頂きたい 
と思います。宜しくお願いします。（一部要約にて） 
 
 
会員増強委員長           阿部 毅 

 横書 3 ページに、ＲＩ会長メッセージで今年度トロント 

国際大会のＰＲと登録のお願いです。 

  7 ページ～「より身近なロータリーの友を目指して」で 

は投稿された記事が紹介されていて、友を読む機会を 

強制的に作っているクラブもあります。 

 14 ページ～「特集：ようこそ日本へ」は外国在住者と 

の言葉や文化の壁に対して取り組んでいるクラブが掲 

載され、当地区から秦野ＲＣが紹介されています。 

36 ページ～「東日本大震災の青少年奨学金」が紹介 

  



 
 

    されていますが、私は初めてこの事業を知りました。 

     縦書 4 ページ～「いじめのない社会を目指して」は 

      息子さんが友達をいじめから守れなかったと自死され

た方が取り組んでいる活動が掲載されています。 

       9 ページ～「一騎当千の女性メンバーがひしめく」 

    は東京中央新 RC の紹介で、会員 49 人の内、女性 

    40 人で、男性は 9 名だそうです。 （要約にて掲載） 

 

     

 

●金沢 邦光ガバナー補佐 

 本日ガバナー公式訪問2週間前で参りました。ガバ 

 ナー補佐としてです！ いつもの私と違いますよぅ。 

●佐々木 文雄君（相模原東ＲＣ） 

  今日初めて参加しました。宜しくお願いします。 

●田頭 弘道君（相模原東ＲＣ） 

  金沢ガバナー補佐、お疲れ様です。今日は親クラ 

ブ表敬訪問です。よろしくお願い申し上げます。 

      ●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金沢ガバナー補佐、宜しくお願い致します。 

      ③佐々木様、田頭様、来て頂いて有難うございます。 

      ●阿部 毅会員 

      ①金沢ＡＧ、本日はお役目ご苦労様です。よろしく 

        お願いします。 

       ②結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 

         夫婦で体重の減量にチャレンジ中です。 

       ●小野 孝会員 

       ①結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 

        お蔭様で、女房も元気です。 

       ②阿部さん、結婚記念日おめでとうございます。 

       ③金沢さん、ご苦労様です。お身体に気をつけて下 

さい。 

    ●老沼 秀夫会員 

       ①金沢ガバナー補佐、お役目ご苦労様です。 

       ②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

       ●佐々木 敏尚会員 

        本日、結婚記念日祝の小野さん、阿部さん、おめ 

        でとうございます！ 

●櫻内 康裕会員 

      ①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

      ②ガバナー公式訪問 2 週間前、金沢ガバナー補佐、 

        宜しくお願いします。 

 

 

●田後 隆二会員 

①阿部さん、小野さん、結婚記念日祝おめでとうござ 

  います。 

②金沢ＡＧ、おつかれ様です！ 

●丸子 勝基会員、中山 徹男会員 

①阿部会員、小野会員、結婚記念日祝おめでとうご 

  ざいます。 

②第 5 グループの金沢ガバナー補佐、お疲れ様。 

 頑張って下さい。 

●小崎 直利会員 

①９月の結婚記念日祝の阿部会員、小野会員、 

おめでとうございます。 

②金沢ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

●竹田 繁会員 

①阿部会員、小野会員、結婚記念日おめでとうござ 

  います。 

②金沢ガバナー補佐をお迎えして。 

●田所 毅会員 

①金沢ガバナー補佐、本日宜しくお願い致します。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●大塚 正浩会員 

 結婚記念日お祝の阿部会員、小野会員、おめで 

 とうございます。 

●江成 利夫会員 

①金沢ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②結婚記念日祝の阿部会員、小野会員、おめでと 

 うございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①金沢ガバナー補佐、「2 週間前訪問」ご苦労様 

 です。宜しくお願いします。 

②東クラブからお越しの佐々木会長、田頭幹事、 

 ようこそ！ 

③結婚記念日祝の小野会員、阿部会員おめでとう 

 ございます。何年目ですか?? 

●大井 達会員 

①再来週にはガバナーの公式訪問ですね。休ま 

 ないよう頑張って調整しています。金沢さん、 

 本日は宜しくお願い致します。 

②阿部会員、小野会員、結婚記念日おめでとうご 

 ざいます。 

●郭先生を囲む会より 

 先日は郭先生を囲む会、お疲れ様でした。お釣 

 りをスマイルします。 



 
 

 

 

〇佐々木会長、田頭幹事より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢ガバナー補佐に、お世話になっておりますの 

      で、本日は会長・幹事で表敬訪問させて頂きました。 

      また当クラブ会員が携わっている、星野富弘氏の「花 

の詩画展」がグリーンホールで 10 月 6～13 日まで開 

催されます。お時間があれば、ぜひお越し下さい。 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①社会奉仕・国際奉仕セミナー開催のご案内 

     当セミナーでは、国連 UNHCR（難民高等弁務官） 

協会の中村様と、元ローターアクト地区代表の 

福本様による講演をご紹介致します。 

日時：10月 21日（土）13:00～15:30 

場所：アイクロス湘南（辻堂駅北口） 

出席要請：会長エレクト、奉仕プロジェクト委 

員長、3年未満の新会員（希望者） 

登録締切：10月 6日 

２．米山記念奨学会より、財団設立５０周年記念 

式典のご案内 

     下記にて記念式典を開催致しますので、ご案内 

申し上げます。（詳細は回覧にて） 

     日時：2018年 2月 4日（日）10:30～開会    

場所：グランドニッコー東京 台場 

     登録料：1万円 登録締切：9月 30日 

 

 ●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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阿部 毅会員 9 月 15 日 

・小野 孝会員 9 月２４日 

 

例会プログラム 

９月１９日→１８日（祝）移動例会・地区大会 

 12:30～点鐘・本会議 

      「グリーンホール相模大野」 

 ２６日「ガバナー公式訪問」 

     12:30～13:30 例会・ガバナー卓話 

     13:30～14:30 ガバナーと懇談会 

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  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 三留 正浩会員 

ビジター    佐々木 文雄君（相模原東ＲＣ） 

        田頭 弘道君（相模原東ＲＣ） 

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 29名） 事前メイク者 
３９名 ３２名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/22) 
１名 ９７．１４％ ８５．７１％ 


