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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
     
    ○会長部門：㝡住会長 

     前半は前年度に 40 周年記念事業を終え、一段 
落と思っていたところ、米山奨学生・青少年交 
換留学生の受入、インターアクト年次大会など 
意外とバタバタとしていました。後半はクラブ 
の奉仕事業や親睦活動を中心に、腰を据えてや 
っていきたいと思います。 
特に前年度に松尾会員、昨年末に菊地会員・山 
﨑会員が退会され、新会員がゼロの状況ですの 
で、後半は会員増強に力を入れていかなければ 
なりません。当初の目標からすると、４人以上 
の増強になります。 
また、ホームページの改訂に着手することを検 
討しています。増強や親睦活動のツールとして、 
事務局の負担軽減を目的として、公共イメージ 
委員会で、たたき台を作ってもらっていますの 
で、またご相談させて下さい。ぜひ積極的なご 
意見を頂きたいと思います。 
後半は 3 月 24 日に第 5 グループ IM がありま 
すので、大勢の参加をお願いします。どうぞ後 
半も宜しくお願いします。 

    ○幹事部門：横溝幹事 

前半は判らないことだらけでしたが、会員数の 
減少が一番気掛かりで、日々、何とかしたいと 
思っています。ご協力をお願い致します。 

○会場監督部門：黛ＳＡＡ 

前半は進行上のミスも何度かありましたが、後 
半も和やかに進めたいと思っております。 
 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜概要にて＞ 

（※写真がないため、報告のみ） 

○会計部門：丸子委員長 

 昨日、事務局より上半期収支決算の報告があ 

 り、本日の定例理事会でも報告しますが、上 

 期はお蔭様で残高も増加しました。下期は退 

会者や増強が無い状況で、緊縮財政になるか 

 と思いますが、必要なところには使っていく 

つもりです。 

○クラブ管理運営部門：豊岡委員長 

 最近、親睦活動委員会は人手不足の状態で、 

 いくつか兼任で担当してもらっています。 

 プログラムも年間予定は決まっているのです 

 が変更も多く、追っかけで対応しています。 

 副委員長の藤本会員が頑張ってくれているの 

 で心強いです。 

○姉妹・友好クラブ部門：櫻内委員長 

 千曲川 RCとは昨年 8月にバーベキューを行い 

 次年度は相模原での花火大会の要望があって、 

 会場（割烹・三代）を仮予約しています。 

 韓国・龍仁 RCが次年度（11月頃）に記念式 

 典が開催予定。台湾・台中文心 RCとは国際 

 奉仕委員会と連携して進めます。フィリピン 

 マカティ RCには残っているシューズを届け 

 に 2月 25日～訪問してきますが、友好クラブ 

 締結については長い目でみていくつもりです。 

○会員増強部門：阿部委員長 

 気の重い日々を過ごしています。昨年は 3名 

 の退会者がありました。増強の意義は主にク 

ラブ活性化と財政健全化で、下期は退会者を 
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含め、計 4 名の増強をしたいと思います。現在、

元会員 2 名や青工研の候補者リストの中から声

掛けをして、純増で＋1 名を目指します。 
○Ｒ情報部門：黛委員長 

     後半に情報集会を 2 グループに分けて、2 月中 
     旬から 3 月初旬にかけ実施予定です。内容は会 
     員増強とクラブの中・長期計画など。 

○奉仕プロジェクト／国際・職業奉仕部門：江成委員長 

 2 月にフィリピン訪問。6 月にカナダ・トロン 
ト国際大会に参加。7 月に交換学生ボトンド君 
が帰国。台湾・台中文心 RC とは交流を継続。 

 職業奉仕では次週、地区委員による卓話を実施。 
○社会・青少年奉仕部門：池之上委員長 

 上期に少年野球ジュニア大会が終了。11 月③日 
 インター年次大会も皆様のご協力により、無事 
終了し、光明学園の金子先生や生徒とも更に交 
流ができました。社会奉仕は“鯉のぼり相模川”

に協力予定。 
○Ｒ財団部門：永保副委員長 

 後半に寄付の協力をお願い致します。 
○米山奨学部門：小野委員 

 上期には寄付の協力ありがとうございました。 
＜新会員より＞ 

高本会員：まだ判らないことだらけですが、クラ 
ブ HP リニューアルに取り組んでいます。古き良 
き伝統もありますが、新しい手法も取り入れ、対 
外的に発信していければと思います。 
諸隈会員：担当委員長の指導の下、頑張ります。 
横江会員：入会して間もないですが、フィリピン 
の RC の方をご案内したりして、いろいろ参加す 
ると良い体験ができると思います。 
山之内会員：生まれて初めて、今日タクトを振り 
ました。欠席がちですが、できれば月 2 回以上は 
出席したいと思います。昨年末の家族会も楽しか

ったです。 
金沢ガバナー補佐：増強の難しさは身に染みてい

ますが、他クラブでは順調に増えています。現在 
までに新会員がいないクラブは３クラブで、その

中で当クラブのみが純減となっています。 
またホームページの効率化ですが、既に他クラブ 
ではフェイスブック、ツイッター、ブログ、ユー

チューブなど、いろいろな手法を用いています。 
 

 
 

4 月 17 日（火）ゴルフコンペについては平日開 
催なので、必ず、どこかのクラブが例会日に当る 
ので、今回は中 RC と南 RC に夜間例会などへ振 
替の対応をお願いしており、宜しくお願いします。 

 
 

寒い日が続きますが、 
皆様、体調は万全でしょ 
うか。インフルエンザも 
流行っているようなので 
お身体には気を付けて下 
さい。先週、新年夜間例 
会に欠席された方もいま 
すので、改めて今年も宜 
しくお願い致します。 
まず地区大会で表彰された櫻内年度の「RI 会 

長賞」ですが、当日は間に合わなかった賞状が届 
きましたので回覧致します。（下記にて↓） 
 
 
 
 
 
 
 
 
さてクリスマス例会、新年夜間例会が続き、だ 

＜１月会長幹事会の報告＞ 

今後のスケジュールは 1 月 30 日に第 5 グルー 
プ新会員の集いがあります。参加人数は地区役員、 
会長または実行委員 11 名、新会員 51 名（内ﾆｭｰ 
ｼﾃｨ RC25 名）となっています。当クラブからは、 
新会員 5 名と金沢ガバナー補佐、瀬戸グループ幹 
事が出席します。5 月 26 日に地区の「新会員の集 
い」があるそうで、こちらは改めてご案内します。 

3 月 24 日は第 5 グループ IM があり、今年は相 
模原 RC 主催で、「ロータリーは次世代に何ができ 
るか」をテーマに行われます。移動例会となり、 
全員参加ですので、スケジュールに入れて下さい。 

4 月 17 日は相模湖ＣＣで第 5 グループ親睦ゴ 
ルフ大会があり、クラブ例会上、4 月 24 日夜間 
例会を 17 日とし、入れ替えたいと思います。↗ 
 



 

 

次に増強は 12 月末のデータで、グループで入 
会 21 名、退会 7 名、純増 14 名。減員となってい 
るのは当クラブのみです。なかなか悩ましい問題

ですが、増強委員会とも連携して増強に力を入れ

ていきたいと思います。財団寄付状況は、当クラ

ブではこれから寄付を募りますが、3 年後にエン

ドポリオなど国際ロータリーの事業に使われる

他、財団奨学生の奨学金やグローバル・地区補助

金として、クラブに戻ってくることにもなります

ので、是非ご協力をお願いします。 
先日の新年夜間例会でもお伝えしましたが、フ

ィリピンへシューズを持参する件で、日程だけ先

に決めました。2 月 25 日（日）にマニラへ行き、

26 日に先方の例会出席、27 日（火）に帰国と強

行スケジュールですが、先週・今週と回覧してい

ますので、行けそうな方は後でキャンセルでも構

いませんので、回答をお願いします。人数が判り

次第手配をしたいと思います。 

    ＜理事会報告＞ 

    ①上半期 収支決算の報告。 

        一般会計 １，６２７，４８９円 

        奉仕会計   ８３９，９４１円   決算を承認。 

      ②年末家族例会 収支報告及び不足金負担の件。 

        収入（会費、クラブ例会費） ３９５，０００円 

        支出（パーティ費、演奏謝礼、ビンゴ賞品、子供菓 

子代など）       ４９４，４４８円 

        差引不足金９９，４４８円は、親睦会費にて負担。 

      ③インターアクト海外研修負担金の件（3 名参加） 

        1 人当り 44,923 円×3 名＝134,769 円 

        奉仕会計予備費にて負担承認。 

      ④2 月 27 日例会の件（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ訪問日により） 

        会長、幹事を含め参加者 5～6名。会長代行に 

   て、通常例会で実施予定。 

 

 

    

 ●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。 

●中里 和男会員 

誕生日のお祝を戴き、ありがとうございました。 

８０才の大台を超えました。 

 

 

 

●永保 固紀会員 

  明けましておめでとうございます。本年もよろしく 

お願いします。 

●小野 孝会員 

風邪に気をつけましょう。 

●金沢 邦光会員 

ご無沙汰しております。私のこと、忘れないでくだ 

さいよ～。 

●甲斐 美利会員 

明けましておめでとうございます。今年もよろしく 

お願い致します。 

●豊岡 淳会員 

１月会員誕生日祝の山之内さん、中山さん、中里 

さん、おめでとうございます。         

●櫻内 康裕会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②クラブ協議会、宜しくお願いします。 

●田所 毅会員 

①明けましておめでとうございます。本年も宜しく！ 

②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 

会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①年度後半もよろしくお願いします。 

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

新年会に出席できず、失礼いたしました。本年も 

宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①山之内会員、中山会員、中里会員、お誕生日祝 

おめでとうございます。 

②皆様、本年も宜しくお願い致します。 

●大坪 征弘会員 

①新年会、出席できず申し訳ありませんでした。 

②遅くなりましたが、本年も宜しくお願い致します。 

③お誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①誕生日祝の山之内さん、中山さん、中里さん、 

おめでとうございます。 

②１月は新年会も多く、なかなか仕事モードのスイッ 

  チが入れにくいですね。 

      今年度のスマイル累計額  ５７３，９００円 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 

田所 毅会員に第７回米山功労者 

中里 和男会員に第２回米山功労者 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①公共イメージと認知度の向上に寄与した事例 

紹介 クラブ推薦のお願い 

ロータリーの公共イメージと、認知度の向上に 

寄与し、メディアでも取り上げられた奉仕プロ 

ジェクトの事例紹介を行いたく、推薦理由や内 

容紹介と様子が判る写真をお送りください。 

送付期限：１月末日 

②青少年交換学生のための日本語講師 紹介／ 

推薦のお願い 

     来日学生のための日本語教育サポートを充実

したく、ロータリアンやご家族、お知り合いの

方で、日本語を教えてくれる講師をご存じの方

がいましたら、必要情報と共にご紹介下さい。

（詳細は回覧にて） 

２．米山記念奨学会より感謝状が届きました。 

     田所 毅会員に第７回米山功労者、中里 和男

会員に第２回米山功労者 

  

 

●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          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山之内 洋会員 1 月 7 日 

・中山 徹男会員 1 月 15 日 

・中里 和男会員 1 月 30 日 

  

例会プログラム 

１月２３日ゲスト卓話「職業奉仕月間にあたり」 

       地区職業奉仕 櫻内 康裕委員 

  ３０日卓話 高本 昌敏会員 

２月 ６日卓話「私のロータリー感」 

        丸子 勝基会員 

     定例理事役員会 

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 山之内 洋会員 

 

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 27名） 事前メイク者 
３７名 ２７名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(12/18) 
４名 ８７．８８％ ８７．８８％ 


