
第 1942 回例会 

1 月 30 日 №27 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 

高本       

      今日は 10 年後のロータリークラブが、IT の

発展によってどのように変わってくるのか、私

の予想を踏まえてお話ししたいと思います。 

 ○現在のロータリーはどうなっているのか？ 

  今現在のロータリーは、このようになってい

ると思います。 

 ・クラブ例会の内容は各クラブの会員のみ知っ 

  ている。 

 ・過去のクラブ例会の内容は会報でのみ知るこ 

  とができる。 

 ・他クラブの例会の内容もクラブ会報で知るこ 

  とができる。 

 ・クラブ会員の連絡先を知るためには会員名簿 
  を見るのが主な手段。 
 ・クラブのホームページは公開しているところ 
  とそうでないところがある。 
 ・クラブのホームページの内容はクラブごとに 
  全く異なっている。 
 ・他クラブの会員との交流は主に他クラブの例 
  会に参加して行う。 
 ・クラブ内での情報伝達は主に例会の時に回覧 
  板を回して行う。 
 ・新会員の勧誘手段は主に知り合いへの声掛け 
  が中心。 
 ○ロータリーの発展に IT で貢献できるのは？ 
  現在 IT と言えば Facebook(フェイスブック)や

Twitter(ツイッター)、Instagram(インスタグラ

ム)や LINE(ライン)といった SNS(ソーシャル 

 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

昌敏     （写真未撮影につき、卓話のみ掲載） 

ネットワークがよく話題に出てきます。 

しかし１０年後のロータリーのあるべき姿と 

いう観点からみると、発展のために重要なのは 

SNS ではなく、やはりホームページの有効活用 

だと私は思うのです。 

このホームページの有効活用という視点で、 

１０年後のロータリーのあるべき姿を予測する 

と、私はこうなってほしいと考えています。 

・ホームページの機能面は全クラブで統一され 

た内容になる。 

・過去のクラブ例会の内容は動画でいつでも見 

ることができる。 

・他クラブの例会の内容もホームページの動画 
で知ることができる。 

・クラブ会員の連絡先はホームページの会員専 

用ページで確認できる。 

・少なくとも相模原市内の全てのクラブがホー 

ムページを公開して活用している。 

・他クラブの会員との交流は主にホームページ 

を介して行うことができる。 

・クラブ内での情報伝達もホームページで円滑 

に行う。 

・新会員の勧誘ツールとしてホームページを有 

効活用する。 

○まとめ「ホームページが最重要！」 

ロータリー全体の未来の発展には、ホームペ 

ージの有効活用というのが、大きな課題のひと 

つになってくるのではないでしょうか。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 

 

  

 

先週は雪に引き続き、す 
ごい寒さで、聞いたところ 
では 55 年振りのマイナス 
4 度とか。前に TV で札幌 
の女子高生がマイナス 10 
度の中、生足で歩いている 
のを見ましたが、本当に同 
じ日本人かと思ってしまい 
ます。昨日は雪が降って以来、初めて革靴で出勤 
しましたが見事に転び、皆様も気を付けて下さい。 
またインフルエンザも流行っていて、本日も諸 

隈会員がインフルエンザで欠席だとか。私の会社 
でも、毎週 3～4 人位はインフルエンザで欠勤し 
ています。以前、事務所の半分強が次々とインフ 
ルエンザで倒れた時、当時 45 歳以上の社員は一 
人も罹らなかったので、旧人類は違うなど言われ 
ましたが、多分お子さんの年齢にもよるせいかと 
思います。私も一度も罹ったことないのですが、 
一人暮らしで、移す人がいないというのが理由だ 
と思います。ちなみに、緑茶を飲むとインフルエ 
ンザ予防に効果があるという研究結果があり、一 
方、緑茶は身体を冷やすので、冬はウーロン茶や 
紅茶を飲んだ方がいいともいわれてます。 
風邪に関しても普段、若い子はよく風邪ひくな 

あ、最近の子は身体弱いなあと思っていましたが、 
実は若いと寒さに敏感なので、すぐ発熱するそう 
です。齢をとると、寒さに対して鈍感になるので 
熱が出るのが遅れ、ひどい時は気づいたら、肺炎 
になっていることもあるそうです。 
去年から人手不足が言われ、景気が良くなって 

いるのか、忙しい業種が多いようです。私もつい 
に、もう 2 月末まで仕事入らないからと営業に弱 
音を吐きました。毎日毎日 70～80 人位の派遣が 
朝受付に集まっていて、めまいがしそうです。こ 
ういう時は反って打合せも多くなり、経理から数 
字が出るのが遅くなるし、機械も買わないといけ

ない、採用も検討しないと、などバタバタとして

います。ハーバードの研究によると、冬は決断力

が鈍り、大きい決断はできればしないほうがいい

ということです。 
 

 
 
とはいえ忙しいのはどこも同じと思い、気持ち 

ばかり焦って、まだまだ未熟さを痛感しています。 
本日は増強委員会を行い、候補者リストがあり 

ますので、今後訪問や夜間例会、懇親会に招待し 
たいと思い、その時はご協力お願いします。最後 
に本日は新会員研修会があり、新会員には堅苦し 
くなく、横の繋がりができるような会になってお 
り、出席の皆様には楽しんで頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    おめでとうございます！！ 

 

（概要にて掲載） 

○ロータリー財団委員会     伊倉委員長 
 寄付のお願いで恐縮ですが、 

2月より財団寄付を集めさせ 

て頂きます。世界平和などの 

達成が目的ですが、身近な地 

区補助金の原資にもなります。 

ご協力をお願い致します。 

○会員増強委員会        阿部委員長 

会員が減少しますと活性化 

も鈍ります。本日も委員会を 

行い、最低 5名の入会者を目 

指し、後半に頑張っていきた 

く、泣きのお願いになります 

が、宜しくご協力下さい。 

○ロータリー情報委員会      黛委員長 

 2/20（火）と 3/6（火）に 

２つのグループによる情報集 

会を予定しています。普段、 

例会ではできないお話や意見 

もお願いできればと思います。 

 



 

 

     
 

●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会員増強、情報集会の皆様、お疲れ様でした。 

③高本会員、卓話楽しみにしています。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝の櫻内さん、小崎さん、おめでと

うございます。       

②高本さん、卓話楽しみです。 

    ③妻の誕生日祝ありがとうございました。 

●中里 和男会員  

 本日、傘寿の誕生日を迎えました。お祝を戴き、 

 ありがとうございます。と同時に、だんだん衰 

えを感じます。 

●櫻内 康裕会員 

①入会記念日祝、ありがとうございます。9年目 

に入ります。 

②卓話の高本さん、宜しくお願いします。 

●小崎 直利会員 

①入会記念日祝、ありがとうございます。丸 3年 

経過しました。 

②高本さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

●金沢 邦光会員 

     本日は「新会員の集い」です。参加される方、 

宜しくお願いします。楽しくやりましょう。 

●老沼 秀夫会員 

 中里さん、傘寿を迎え、おめでとうございます。 

 元気で頑張って下さい。 

●田所 毅会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②卓話の高本さん、よろしく！ＩＴはこれから素

晴らしく変化して、人間はどうなるのかな？ 

●阿部 毅会員 

①卓話の高本会員、楽しみなテーマから学ばせて 

貰います。 

②入会記念日祝の櫻内会員、小崎会員おめでとう 

ございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日、入会記念日祝の櫻内さん、小崎さん、 

     おめでとうございます！ 

②中里さん、傘寿おめでとうございます！  

 

 

 

 

 

●豊岡 淳会員 

①入会記念日祝の櫻内さん、小崎さん、おめでと 

うございます。 

②高本さん、卓話楽しみです。宜しくお願いします。 

●大塚 正浩会員 

①中里会員、お誕生日おめでとうございます！！ 

②入会記念日祝の櫻内会員、小崎会員、おめでと 

うございます。 

●江成 利夫会員 

①卓話の高本会員、宜しくお願いします。 

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①中里さん、傘寿のお祝おめでとうございます。 

②櫻内さん、小崎さん、入会記念日祝おめでとう 

ございます。 

●阪西 貴子会員 

①中里さん、傘寿のお祝おめでとうございます。 

②１月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

③本日、卓話の高本さん、楽しみにしています。 

宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①櫻内会員、小崎会員、入会記念日祝おめでとう 

ございます。 

②高本会員卓話楽しみです。宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①高本会員の卓話、楽しみにしています。 

②櫻内会員、小崎会員、入会記念日祝おめでとう 

ございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、卓話の高本会員宜しくお願い致します。 

楽しみです。 

②入会記念日祝の櫻内会員、小崎会員おめでとう 

 ございます。 

③インフルエンザ流行中です。うがい、手洗いは 

入念に！  

●大坪 征弘会員 

①入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

②中里会員、傘寿おめでとうございます。 

③高本会員、卓話お聞きできず申し訳ありません。 

     今年度のスマイル累計額 ６１５，９００円 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①２０１９年規定審議会 立法案提出のお願い 

2016年規定審議会にて立法案については、毎年

各クラブより提出頂き、各地区にて決議後、RI

にオンラインで提出することが決定しました。

本年も提出事案がありましたら、詳細をご確認

の上、3月 9日（金）までにご提出下さい。 

（詳細は回覧にて） 

 

２．中里和男会員が、1 月 30 日に傘寿を迎えられ 

ましたので、内規により記念品を贈呈。 

 

※米山記念奨学会より、確定申告用領収書が届き 

ました。（事務局より各対象者にお渡し） 

     領収書は再発行できませんので、無くされない 

ようお願い致します。 

 

    ※情報集会の出欠表を回覧しております。どちら 

かご都合の良い日程に、ご出席下さいますよう 

お願い致します。 

①2 月 20日（火）18:30～ 「敦煌」（予定） 

②3 月 6日（火） 18:30～ 「敦煌」（予定） 

 

    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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・櫻内 康裕会員 ２００９年 1 月１３日 

・小崎 直利会員 ２０１５年 1 月 1３日 

 

 

 

 

例会プログラム 

２月 ６日卓話「私のロータリー感」 

      担当；丸子 勝基会員 

      定例理事役員会 

   １３日卓話 担当：大塚 正浩会員 

   ２０日卓話 担当：小崎 直利会員 

 ※２５～２７日ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC 訪問 

        （シューズ持参） 

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 大塚 正浩会員 

  

 

●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 ２９名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/16) 
２名 ９３．７５％ ９３．９４％ 


