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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 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 2780 地区ガバナー 

      先日の地区大会のお礼を申し上げます。私も 
閉会式では、感謝の言葉で感極まってしまいま 
した。また当クラブから当日は 4 名の会員の方 
々に応援いただき、有難うございました。今年 
度はガバナー補佐として金沢さん、地区副幹事 
の田後さん、地区委員として豊岡さんと櫻内さ 
んの 4 名が地区に出向頂き、感謝しております。 

      では、本日のガバナー公式訪問が私の一番重 
要な仕事でもありますので、プロジェクターを 
使って、RI と地区の方針をお話させて頂きます。 
まず、イアン・ライズリーRI 会長のご紹介で

すが、「ロータリーの友７月号」にも 10 ページ

に亘って紹介記事が掲載されていました。 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
大谷 新一郎 

私も今年１月にアメリカ・サンディエゴの国 
際協議会で１週間、缶詰め状態でガバナーとし 
ての研修を受けてきましたが、この開会式では、 
イアン RI 会長は奥様と共に、とてもにこやか 
に笑いながら登場されました。 

職業は公認会計士で、大変温かい感じの方で 
した。また、この協議会セレモニーの企画も感 
動的で素晴らしいものでした。 

RI 会長テーマである「ロータリー：変化を 
もたらす」が、大きなビジョンに映し出された 
のですが、RI 会長の紹介や個人情報は何も出ま 
せん。またテーマの説明は一切なく、自身でテ 
ーマの意味を考えなさいということです。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリーは世界に 539 地区あり、よって 539 

人のガバナーが参加していて、日本は 34 地区で 
すので 34 名のガバナーがいます。夫婦で参加し 
ていますので、この協議会の参加者は約 1,000 名 
以上になります。 
各ガバナーは帰国後、1 週間以内に地区方針を 

決めます。私も自分なりに RI 会長テーマを解釈 
してみて、地区方針として次の 6 項目を簡潔に挙 
げました。 
①増強を最重点にします。 
②戦略計画の実行 
③寄付のお願い 
④ＲＩ会長賞 
⑤マイロータリーの登録率向上 
⑥柔軟性の正しい理解（2016 年規定審議か） 

 
①会員増強は、毎年テーマとなっておりますが、

クラブ活性化のためには最重要です。今年度も会

員数 50 名以上のクラブは 2 名以上、50 名以下の

クラブは 1 名以上で、前 RI 会長の方針と同じで

す。今まで、全く同じ方針を使った RI 会長は無

く、それだけ意気込みを持って掲げているという 
ことです。 

現在の世界の会員数は約 123 万人、日本は約 9
万人で、2014 年以降は増加傾向にあります。女性

会員の比率は、世界の平均比率は約 20％です。日

本は 34 地区あり、当地区は僅か 9.4％ですが、そ

れでも日本では第 2 位です。ぜひ第 1 位を目指し

ていきたいと思います。 
②戦略計画は地域と連携して、5 年後、10 年後

のクラブのイメージが重要です。 
③財団寄付は 3 年後に地区補助金として 100％

活用できます。行為としては寄付ですが、3 年後 
 

 
 

の奉仕活動のための貯金と考えて頂ければと思い 
ます。ポリオ撲滅は、20 年前には世界で約 20 万 
人の感染者がいましたが、現在は 8 名の発症者の 
みです。あと僅かで根絶できますので、ここまで 
来たら完遂したいと思います。 
 米山奨学金は、他の類をみない大変素晴らしい 
制度です。カウンセラーがいて、奨学金は返済義 
務がありません。奨学生には、ぜひ自国と日本と 
の架け橋になって恩返ししてくれるよう、お願い 
しております。 
⑤マイロータリーですが、当地区の登録率は現 

在 18.3％で、25％以上を目指しています。 
最後に⑥「柔軟性」ですが、2016 年の規定審 

議会で大幅な改正がありました。クラブ細則を見 
直す良いチャンスでもあり、ぜひ検討してほしい 
と思います。 
公式訪問は当クラブで 38 クラブ目になります 

が、既に 9 クラブが細則を改正していて、特に少 
人数クラブは危機感を持っています。試行錯誤は 
クラブ活性化に繋がると思いますので、会員の総 
意で変えるところは変えていく。もちろん、現在 
の形がベストなら、そのままで結構です。 

（概要にて掲載） 
 

 

（紙面上、要約にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇長期計画、研修リーダーについて      

ロータリーは単年度制といいながら、整合性がな 

く長期的な活動をしているクラブもあり、長期計画 

は必ず必要だと思う。クラブ研修リーダーは会長を 

補佐する役目もあり、理事のような決定権はないが、 

 



 

         
サポートはできる。長期計画は会長と研修リーダ 

ーだけで作成できるものではなく、全員で責任を 

もって取り組むことが必要。また研修リーダーの 

役目は幅広く新会員の教育にも携わるので、ロー 

タリーの楽しさを教えて頂きたい。 

○ガバナーの選出方法について 

     当地区では、まず各クラブに募ります。クラブ 

から推薦者があれば良いのですが、誰もいない場 

合は指名委員会を設置して推薦をします。私の時 

は候補者 3人による選挙で決定しました。選挙中 

も 3人で食事をしたり、今でも付き合いは続いて 

います。 

○規定審議会の改正による、今後のロータリーに

ついて 

10 年後の日本は少子高齢化になっていますが、

私は RC 会員は現在より増えているのではないか

と思います。現在の当地区会員の平均年齢は約 62
才ですが、10 年後はもっと若くなっていると思い

ます。現役世代で仕事もバリバリしなくてはなら

ないので、定款細則を改正して柔軟に対応するこ

とは仕方がないように思います。 
地区からの強制は一切ないので、クラブで協議 

    して頂き、一番良い形で進めてほしいと思います。 
    ○“柔軟性”による成果とは？ 

     具体的には、例えばロータリーの会費値下げな 
どでしょうか。もちろん地区への分担金も下げる 
べきだと思います。会費が下がり、会員が入会し 
やすくなり増強ができれば、財政も豊かになる。 
また自身の仕事をしながら、ロータリー活動もや 
りやすくなってくると思う。 
○他クラブとのコミュニケーションの取り方に 

ついて 

自分から飛び込まないと判らないと思います。

メイクも勉強と思って、1 人ではなく、2～3 人で

一緒に行くのが良いと思います。例えば、東京 RC
や女性会員が多い RC などにメイクしてみるのも

雰囲気が全く違って面白いようです。 
    ○地区役員・委員の指名選出について 

選出ルールがないので、偏ってしまうこともあ

るが、1 クラブ 3 人以内までと思っています。 

 

 
 

 ガバナーが直接声を掛けているのは役員と委員 
長までが精一杯で、地区委員は任せているが、辞 
退することもできる。時期的に各クラブの委員会 
構成と重なってしまうことが多く、迷惑をかけて 
いる面もあると思います。      

 
相模原南ＲＣ幹事       山田 修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本日はガバナー公式訪問日に、お時間を頂きま 
して、有難うございます。地区大会に先立つ、９ 
月の大会記念親睦ゴルフコンペにもご参加下さり 
ホストクラブを代表して、お礼に伺いました。 
 また当日の表彰では、第 5 グループから中 RC 
が RI 会長賞と出席率優秀クラブとして受賞され 
誇らしく思いました。 
 今年度は 9 月の早い開催ということで、多くの 
他地区ガバナーや来賓が見えられましたが、何と 
か無事に終了することができました。当日はコ・ 
ホストとして当クラブ会員の方々にも朝早くから 
お手伝い頂き、感謝申し上げます。まだ大会は終 
了しましたが、大会記念誌の作成があり、各クラ 
ブに写真提出などお願いするかもしれませんので 
どうぞ宜しくお願い致します。  概要にて掲載） 

 
 
 
●大谷新一郎ガバナー（相模原南ＲＣ） 

本日は公式訪問に参りました。宜しくお願い致 

します。 

●金沢邦光ガバナー補佐 

地区大会いろいろと有難うございました。本日 

は公式訪問で参りました。今日もゲストです!! 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

    ●山田 修君（相模原南ＲＣ） 

①先日の地区大会には多くの皆様にご出席頂き、 

 ありがとうございました。本日は地区大会のお 

 礼に参りました。 

②金沢ＡＧ、残り 9か月間お世話になります。 

宜しくお願い致します。 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日のガバナー公式訪問、昨日からワクワクし 

 ていました。大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、 

 ご指導よろしくお願い致します。 

②入会記念日の瀬戸会員、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

    ①大谷ガバナー公式訪問を祝して。 

②入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

11年目に突入です。 

    ●冣住 悦子会員 

     先日の入会記念日祝の時に、スマイルを忘れて 

いましたので、今日スマイルします。有難うご 

ざいました。 

    ●菊地 啓之会員、竹田 繁会員 

①ガバナー公式訪問の大谷ガバナー、金沢ガバナ 

ー補佐、宜しくお願いします。 

②入会記念日の瀬戸会員、おめでとうございます。 

    ●永保 固紀会員 

    ①ガバナーをお迎えして。 

    ②季節は彼岸を迎えました。 

●川合 貞義会員 

①大谷ガバナー、ご苦労様です。お元気のようで 

すが、体には充分気をつけて下さい。 

②交換学生のボッティも、文化祭で喜んで自国の 

発表を行ったとのことでした。日本語も少しづ 

つ憶えてきました。 

●田所 毅会員 

①大谷ガバナー、ようこそお越し下さいました。 

     本日は宜しくお願い致します。 

②金沢ガバナー補佐、頑張って下さい。 

●江成 利夫会員 

①大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、ようこそい 

     らしゃいました。本日は宜しくお願い致します。 

②入会記念日祝の瀬戸会員おめでとうございます。 

 

 

 

●大井 達会員 

①大谷ガバナー補佐、ようこそお出で下さいまし 

た。本日は、よろしくお願いします。 

②瀬戸会員、入会記念日おめでとうございます。 

③あっという間の 9月でした。 

●佐々木 敏尚会員 

①大谷ガバナー、本日はどうぞ宜しくお願い致し 

ます。 

②入会記念日祝の瀬戸さん、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①ガバナーをお迎えして。。 

②入会記念日祝の瀬戸さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①大谷ガバナー、本日はご苦労様です。宜しくお 

願い致します。 

②入会記念日の瀬戸会員、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員、池之上 和哉会員 

①瀬戸会員、入会記念日おめでとうございます。 

②大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、本日はよろ 

しくお願いします。 

●櫻内 康裕会員 

①本日は大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、よう 

 こそ。宜しくお願い致します。 

②お祝の瀬戸さん、おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員 

大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、本日はよろ 

しくお願いします。 

●老沼 秀夫会員 

①大谷ガバナーようこそ！宜しくご指導の程、お 

 願いします。 

②瀬戸さん、入会記念日おめでとう！ 

●大塚 正浩会員 

①大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、ようこそお 

 越し下さいました。 

②9月お祝いの瀬戸会員、おめでとうございます。 

●小崎 直利会員 

①大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、本日はお越 

 しいただき、ありがとうございます。 

②9月入会記念日お祝の瀬戸会員、おめでとうご 

 ざいます。 

 



 

 

     
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本日はガバナー公式訪問で大谷ガバナーが見

えられています。先々週の 17,18 日にかけて相模

大野で行われた 2780 地区・地区大会を成功裏に

終えられ、まずはほっとしておられるのではない

かと思います。全国で最も早く行われた大会とい

うことで、注目度も高く大勢の来賓がおいでにな

り、誇らしいと共に準備も大変だったと思います。 
相模原南 RC さんがメンバー一丸となって、参

加の方々に楽しんでもらおうと、細心の注意を払

って事前準備されていたのを見ていましたが、本

当にホスピタリティあふれる素晴らしい大会だ

ったと思います。 
今回の大会で、RI 会長代理としていらした宇都

宮 RC の鈴木様は思わず、こちらから声をお掛け

したくなるくらい飾らない気さくな方で、今大会

の親しみやすい雰囲気を一緒に作り上げていた

だいたと思います。 
また今回、初めて青少年交流会にカウンセラー

の櫻内会員と交換留学生ボトンド君、豊岡地区青

少年奉仕委員、池之上青少年奉仕委員長と参加し、

財団学友や米山学友、平和フォローの方々が、イ

ンターアクターや交換留学から帰ったばかりの

生徒に、自分たちの夢を実現させた経験を語る場

に同席し、この会は当地区独自のもので、長年継

続しているということを初めて知りました。 
当クラブとしては本大会で RI 会長賞、出席率 

優秀クラブ第 3 位と 2 つの表彰を受けました。特 
に RI 会長賞は地区の 66 クラブで、当クラブが唯 
一受賞しました。大会の時期が早いため、表彰状

が間に合わなかったのが残念でした。出席率優秀

クラブの賞状はこちらになります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
私としては名誉より何より、クラブのベテラン 

 
会員の皆様から、「やっぱりうちは名門だね。 

本当に良かったよ」と言って頂けたのが、一番嬉 
しかったです。 
当クラブからも 28 名が出席しましたが、第 5 

グループからの参加者も多く、また懇親会やその 
後の 2 次会？打上げ？にも多くの方が残られてい 
ました。案内の応援に行って頂いた諸隈会員、大 
塚会員、横江会員の活躍もしかり、コ・ホストク 
ラブとして、それなりに貢献できたかと思います。 
また会長幹事会で、当初から金沢ＡＧがグルー 

プ全体で盛り上がるよう配慮して、各会長幹事と 
関係構築されたことも実を結んだと思います。 

9 月 12 日の第 5 グループ会長幹事会では櫻内 
カウンセラーが出席し、交換留学生ボトンド君を 
皆さんに紹介しました。他の事項については次回 
以降に報告したいと思います。来月 10 月は米山 
月間となり、来週は当クラブ受入の米山奨学生、 
張さんに卓話をして頂きます。 
 

（一部要約にて掲載） 

9 月 17 日、18 日開催の地区大会に、多数の会員 

及びご家族の皆様のご参加を頂き、有難うございまし 

た。台風の接近に不安を感じながら始まりましたが、 

交通にも支障なく、２日の本会議は正に台風一過の 

好天に恵まれ、多くの来賓及び地区内の多数のご出 

席により、成功裡に無事終了することが出来ました。 

また新世代の人達の参加協力もあり、当地区挙げ 

ての会員のための大会となりました。ここに改めて貴 

クラブ会員皆様に対し、感謝と御礼を申し上げます。 

大会中は不行き届きの面が多々あったかと存じま 

すが、何卒ロータリアンの友情でご寛容の程、宜しく 

お願い申し上げます。貴クラブの益々のご発展と皆様 

のご健勝を心より祈念申し上げます。 

                                 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①青少年交換学生オリエンテーションのご案内 

     月例オリエンテーションを開催致します。来日

学生には、2～3分程度で日本語の「自己紹介」

を用意して頂きたく、お知らせをお願いします。 

日時：10月 7日（土）15:00～16:00 

場所：第一相澤ビル 返信締切日：10月 2日 

②次年度 2018～19 年度「第１回地区補助金説明 

会」及び「グローバル補助金説明会」ご案内 

次年度実施予定のプロジェクトに対する説明

会を開催致します。地区補助金申請予定のクラ

ブは今回の第１回説明会と、１月開催予定の第

２回説明会に必ずご出席下さい。 

日時：10月 28日（土） 

地区補助金説明会 13:00～15:00   

グローバル補助金説明会 15:15～17:00  

 場所：第一相澤ビル 登録締切：10月 20日 

 

    例会プログラム 

１０月 ３日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

米山奨学生 張 珣さん 

          定例理事役員会 

       １０日イニシェイションスピーチ 

            山之内 洋会員 

       １７日クラブフォーラム「財団・米山に 

         ついて」担当：伊倉委員長 

       ２４日クラブフォーラム「インターアクト 

          年次大会について」池之上委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 ●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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・瀬戸 裕昭会員  

 ２００６年９月２６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「我らの理想」 

ソングリーダー 横江 利夫会員 

ゲスト   第２７８０地区ガバナー 

        大谷 新一郎君（相模原南ＲＣ） 

      ガバナー補佐 

        金沢 邦光君（相模原中ＲＣ） 

ビジター  山田 修君（相模原南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 ２９名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/12) 
７名 ８０．５６％ ９７．１４％ 


