
第 1936 回例会 

12 月 5 日 №21 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     最住会長（議長）： 

クラブ定款第 8 条 2 節により、「次年度理事

役員選出」のための年次総会を開催致します。 

クラブ細則第 1条により、定足数は会員総数

の 1/3 とあり、本日の出席者は 33 名により、

本日の年次総会は成立致します。 

      では、江成指名委員長より報告と次年度理事 

     役員候補者の発表をお願い致します。 

江成指名委員長： 

指名委員会を、去る 11月 28日（火）11:30 

より、市民会館にて開催し、早川会長エレクト 

の原案に基づいて協議し、若手会員を主に人選 

させて頂きました。では発表させて頂きます。 

＜次年度理事役員候補者名の発表＞ 
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最住会長（議長）： 

クラブ細則第 7条により、これより候補者の 

採決を行います。ただ今、発表された候補者に 
賛成頂ける方は挙手にてお願い致します。 
＜挙手を確認＞全員の賛成によりまして、次年 
度理事役員は承認されました。 

では次年度理事役員の方々は、前列へお並び 
下さい。次年度理事役員を代表して、早川会長 
エレクトよりご挨拶をお願い致します。 
早川会長エレクト： 

皆様にご承認頂きまして、有難うございます。 
私としては若手とベテラン会員を交えて、守っ 
て頂ければという思いでいます。まだ次期会長 
としての実感はないのですが、これから徐々に 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



  
 

動き始めるのかなと思っています。 
まだ具体的にではありませんが、青写真的なこ

とは考えていて、次年度は原点に戻ってと思って

います。前年度の櫻内会長年度の幹事を務め、40
周年式典や諸々の奉仕事業をこなして、少々疲れ

てきました。会員数 40 名も皆様のお蔭で、前年

度に達成しましたが、現在、出席率や休会者など

の問題も出てきております。 
    最後になりますが、この 7 年間のロータリー生 

活ですが、次年度は先頭を切って頑張っていきた 
いと思いますので、皆様にもご支援とご協力を宜

しくお願い致します。    （概要にて掲載） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いよいよ 12 月に入りましたが、皆さん仕事の 
みならず、忘年会などでも忙しいことと思います。 
また、ひときわ寒くなり風邪も流行っているよう 
なので、お身体にお気を付け下さい。 

     本日は、次年度理事役員の承認を頂くことにな 
っております。新しい会員の方もいますので改め 
てになりますが、当クラブは現状では、会長・幹 
事は慣例で、ほぼ入会順で予定されています。↗ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

役員（〇印は理事兼務） 理   事 

〇会 長 早川 正彦 クラブ管理運営委員長 伊倉 正光 

〇会長エレクト 横溝 志華 会員組織委員長 江成 利夫 

〇副会長 佐々木 敏尚 奉仕プロジェクト委員長 阿部  毅 

〇直前会長 最住 悦子 Ｒ財団・米山委員長 中山 徹男 

 幹 事 佐々木 敏尚 公共イメージ委員長 池之上 和哉 

 会場監督 金沢 邦光  

 会 計 大井  達 

（副幹事） 田後 隆二 

 



 

         
理事役員は直前会長、次年度の会長・幹事を除 

けば会場監督、会計、クラブ管理運営、会員組織、 
奉仕プロジェクト、Ｒ財団・米山、公共イメージ 
の各委員長になり、本日承認を頂くメンバーにな 
ります。 
これらの候補を決定するのは、指名委員会の権 

限になりますが、会長エレクトが候補者を挙げて 
指名委員長がアドバイスをする流れが多いかと

思います。各委員会の小委員長や、委員はこの後

の決定になります。 
 他クラブでも会長・幹事始め理事役員は、様々

な方法で決定されているようです。10、11 月位に

指名委員会を開き、次々年度の会長・幹事を指名

することが多いように思います。この方法だと会

員がある程度以上いないと、毎年誰がやるかで揉

めるという話も聞いています。 
当クラブでも、会長・幹事の選出方法が規則で 

決まっているわけではありませんが、私としては 
幹事、会長エレクト、会長と続く 3 年間は忙しい 
ですが、皆さんが引き受けているわけで、覚悟も 
できるし、時期が判っているので仕事の準備もで 
き、結果的に良かったとは感じています。 
ただ現在、会長をやっている状況で心苦しいの 

ですが、会長を始めとして理事役員になる方々も 
仕事が忙しかったり、プライベートがいろいろと 
ある中で、会員皆さんが会長を支えて、クラブを 
盛り上げていこうという気概があれば、選出方法 
はこのままでも問題ないし、また意見があれば、 
どんどん言って頂ければ、検討する機会もできる 
と思います。ともあれ、本日は承認をよろしくお 
願いします。 

    さて先週、大谷ガバナーの最後のガバナー訪問 
である相模原南 RC へ横溝幹事と行ってきました。 
地区 66 クラブの訪問を終えられ、ほっとされて 
いるだろうと思います。自クラブでの最終訪問と 
いうことで、終始なごやかに楽しい例会でした。 
地区のクラブでは、感謝の手紙を貰ったりする 
ことがある反面、厳しい質問や即答できない質問 
もあったようですが、誠実に対応されていたよう 
です。 

 

 
 
とはいえ、まだ残り 7 ヶ月あり、9 グループの 

インターシティミーティングもこれからです。 
 金沢ガバナー補佐も、12 クラブへのガバナー訪 
問 2 週間前及びガバナー訪問とお疲れ様でした。 
これからは当クラブ例会にも毎週出席できますね。 
宜しくお願いします。 
 私も 5 カ月間、会長をやらせて頂いて、始めは 
失敗も多々ありながら、少しは馴れたかと思いま 
すが、まだ 7 カ月あります。こうした方がいいと 
いうことがあれば、アドバイスいただきたいと思 
います。 

 

＜理事会報告＞ 

①インターアクト年次大会 収支決算報告の件。 
 残金については、ガバナー事務所に決算報告書 
 を提出し、判断いただく。 
②「新会員の集い」出席者の会費負担について。 
 新会員対象者７名、金沢ガバナー補佐、瀬戸グ 
 ループ幹事で計 9 名。出席者 1 人 5,000 円は、 
 クラブ負担とする。 
③新年夜間例会の件。 
 1 月 9 日（火）18:30～「小田原屋」にて。 
 会費 7,000 円の内、会員負担 5,000 円、クラブ 
 負担 2,000 円とする。 
④退会者の件。 
 山崎会員、菊地会員の退会を 12 月末にて承認。 
⑤交換学生ボトンド君の件。 
 クリスマスプレゼントとお年玉をクラブから、 
 贈る。（品物、金額は櫻内カウンセラーに一任） 

 
 

 

 

●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例会後、理事役員会がありますので、宜しくお 

願い致します。 

●中山 徹男会員 

本日は妻の誕生日祝を戴き、ありがとうござい 

ます。 

＜裏ページに続く＞ 



 

 
●竹田 繁会員 

①久し振りの例会です。会員誕生日祝の皆様おめ 

でとうございます。 

②本日は家内の誕生日を祝って頂きまして、あり 

がとうございます。 

●川合 貞義会員  

①誕生日祝ありがとうございます。黙っていても 

年は重ねるものですね。ありがたいことです。 

②交換学生ボッディ君が一昨日、次のホストファ 

ミリーに転居しました。櫻内さん始め皆さんに 

大変お世話になりました。お蔭様で元気に移っ 

ていきました。 

●阿部 毅会員 

①もう年次総会の時期になりましたか？宜しく 

お願いします。 

②家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

妻も極めて元気で、私と同じく、ほぼ毎日出掛 

けてくれております。 

●黛 裕治会員 

①本日は誕生日をお祝い頂き、有難うございます。 

②同じ 12 月の会員誕生日、ご夫人誕生日お祝の

皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①本日、家内の誕生日祝をありがとうございます。 

今日なのですが、飲み会でいません。 

②早いもので次年度理事役員の総会ですね。㝡住

会長、江成指名委員長、宜しくお願い致します。 

●瀬戸 裕昭会員 

①江成指名委員長、総会よろしくお願いします。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝を受けられる会 

 員皆様、おめでとうございます。 

③いよいよ 12月に入りました。あっ！という間 

に過ぎそうで、恐ろしい限りです。 

●小野 孝会員 

会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 

でとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①12月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②本日は張さんが例会に参加されています。宜し 

くお願い致します。 

 

 

 

●老沼 秀夫会員 

①会員誕生日、ご夫人誕生日の皆さん、おめでと 

うございます。 

②寒くなりました。風邪を引かないように気をつ 

けて下さい。 

●田所 毅会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②寒くなりました。健康に気をつけて頑張りまし 

ょう。 

●田後 隆二会員 

①会員・ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうござい 

ます。 

②次年度理事役員の皆様よろしくお願いします。 

●池之上 和哉会員 

①12月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②年次総会、会長、江成会員宜しくお願いします。 

●中里 和男会員 

 会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめで 

とうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●江成 利夫会員 

 会員誕生日とご夫人誕生日祝の皆さん、おめで 

とうございます。 

●丸子 勝基会員 

 12月の誕生日祝の会員、そしてご夫人の皆様、 

 おめでとうございます。  

●伊倉 正光会員 

①㝡住会長、江成指名委員長、年次総会よろしく 

お願いします。 

②会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の会員皆様、 

  おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとう 

 ございます。 

②今年も残すところ 3週間強ですが、仕事は 4週 

間 分くらいあります。困った・・。 

●大塚 正浩会員 

会員誕生日お祝、ご夫人誕生日祝お祝の皆様、 

おめでとうございます。 



 

 

    

 

●交換学生カウンセラー     櫻内 康裕 

 ボトンド君は来日から 

川合会員宅にお世話にな 

りましたが、12月 3日に 

次のホストファミリー、 

柴胡 RCの清水会員宅に 

引っ越しました。川合会 

員には 3か月間有難うご 

ざいました。ついては、 

清水さんの次のファミリーが未定です。ぜひご検 

討頂ける方がいましたら、宜しくお願いします。 

●台中文心ＲＣ訪問の報告 

国際奉仕委員長         江成 利夫 

先日 11月 29日に台湾 

台中文心 RCを訪問して、 

奉仕活動などについての 

打合せをしてきました。 

台中文心 RCの出席者は 

郭さん、林さん、Meiji 

前会長。当クラブは私と 

阿部会員にて。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地区補助金を利用しての奉仕活動 

     内容は、水源の環境改善を目的にしたものでし 

たが、相手側がお金だけ貰いたいということで、 

ロータリーの方針とは違うため、お断りした。 

    〇現在の奉仕活動 

恵まれない子供たちへの支援。12名の子供に、 

毎月 1,000元（年間 12,000元）を現金ではな 

く、教育に関する物品として渡している。 

○今後の奉仕活動 

次年度はまだ未定。現役員が検討しているのは、 

 

 

 

貧困者（独居老人や独居生活者）の家屋修理な 

 ど。（会員に建築士がいるため） 

〇台中文心ＲＣの状況 

 国際親善委員長が姉妹クラブ委員長を兼任。ま 

 た週報は印刷でなく、メールで会員に流す。週 

 報の印刷はゲスト用のみ。今後、次年度活動計 

画書や奉仕活動状況、家族会イベントなどを、 

お互いに報告する。 

〇日台親善会議について（2018年 3月 1日開催） 

 ミナ会長の都合により、台中文心 RCは出席し 

 ないため、当クラブも出席せず。 

 

●台湾米山学友会 創立 20 周年記念式典の報告 

           阿部  毅 

12月 2日（土）15時～ 

台北南部の桃園県「サン 

ライズゴルフＣＣ」で開 

催され、米山学友会本部 

から小沢理事長、４名の 

理事、岩邊事務局長、日 

本各地のロータリアンが 

40名、台湾の学友と関係 

者が 110名。総勢 150名の参加で盛会の中、20周 

年の総会を祝いました。 

20年の歩みと現況活動の報告、功労者表彰や、 

台湾学友会から奨学金を受けている日本人留学生 

4名から報告がありました。引き続き、台湾を 3 

ブロックに分けた代表者から活動報告があり、総 

会が終了。午後 6時から交流懇親会が 3時間近く 

行われた後、閉会となりました。 

この会の中心的存在の台中文心 RCからは、周会 

長、郭錦堂・林岳毅・何淑鈴・王飛竜・王保富・ 

王恵韻各会員の 7名が参加されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2020～2021 年度ガバナーノミニー候補者告知の件 

当地区指名委員会は 12月 1日に委員会を開催 

し、ガバナーノミニー候補者として久保田英男 

君（鎌倉 RC）を指名しました。つきましては対 

抗候補者がある場合は、12 月 14 日正午までに 

クラブ例会で採択された決議をご提出下さい。 

※久保田英男氏のプロフィールは回覧にて。 

②ガバナー月信 原稿依頼の件 

     今年度も、月信にて各グループ紹介をしており 

ますが、2018年 1月号に第 5グループのクラブ 

紹介を掲載したく、記事を下記要領にてお送り 

下さい。 

字数：400字程度 写真：2～3枚（活動様子が 

わかるもの）締切日：12月 15日（金）必着 

 

２．第 5 グループガバナー補佐より「新会員の集 

い」のご案内 

     今後のロータリー活動を楽しんで頂けるよう、 

またクラブの枠を超えて交流することを目的

として、下記日程にて開催致しますので、ご参

加をお願い致します。 

     日時：1月 30日（火）18:30～場所：「敦煌」 

会費：5,000 円 登録締切：12 月 22 日 

対象者：2016（平成 28）年 7月以降入会の会員、

2015（平成 27）年 7月以降の入会者で「新会員

の集い」に参加されていない会員 

 

※年末家族例会（１２月１８日）の出欠表を回覧して

おります。次週例会までにご記入ください。 

         １８：３０～例会 １８：５０頃～２０：３０ バーティー 

会場： 「センチュリーホテル相模大野」  

会費：会員１万円 ご家族１人３千円（１２才以下 

は無料）  

 

●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          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員誕生日祝    〇ご夫人誕生日祝 

・川合貞義会員 １２月１１日 ・櫻内康裕ご夫人 １２月 ５日 

・黛  裕治会員 １２月２７日 ・横江利夫ご夫人 １２月 ６日 

・加賀治夫会員 １２月２９日 ・阿部  毅ご夫人 １２月１０日 

                 ・竹田  繁ご夫人 １２月１９日 

                   ・中山徹男ご夫人 １２月２６日 

 

例会プログラム 

１２月１２日卓話「ロボット産業の将来性」 

        豊岡会員、藤本会員 

 １９日→１８日（月）移動例会「年末家族例会」 

   18:30～「センチュリーホテル相模大野」 

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」「四つのテスト」 

ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

ゲスト   張 珣さん（米山奨学生） 

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 28名） 事前メイク者 
３９名 ３３名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/21) 
３名 ９１．６７％ ８７．１０％ 


