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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

     会長エレクト 

      3 月 13 日、10 時～「藤沢商工会館ミナパー

ク」で開催され出席してきました。先輩のパス

ト会長に事前に様子を聞いてみたのですが、行

けば判るよと言われました。 
10 時ちょうどにドアが閉められ、直ぐに出席

者の確認がありましたが、1 名の方が遅刻され

たようでした。 
      午前の全体会では、脇ガバナーエレクトより 

次年度 RI テーマ・方針・目標と、地区の運営 
方針の説明、また元 RI 理事の小沢一彦氏の基 
調講演がありました。 
 次年度 RI テーマ＜BE THE INSPIRATION 
－インスピレーションになろう＞については、 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            （概要にて掲載） 

早川 正彦 

「前向きな変化を生み出し、 
私たちが今日、直面する課 
題に勇気と希望、そして創 
造性を持って、正面から立 
ち向かう意欲をクラブ、地域社会、そして組織 
全体から引き出すためのインスピレーションと 
なる必要があるのです」と説明されましたが、 
出席者からはピンと来ない、和訳がおかしい？ 
クラブに帰って説明できないなどの意見があり 
ました。次年度 RI 方針は次の３つとなります。 
①クラブのサポートと強化 

②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと認知度の向上 

  

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

次年度 RI会長のバリー 

ラシン氏についてですが、 

バハマ国の East Nassau  

RCの所属で、病院運営の 

MBAを取得されて、長年、 

病院経営に携わってきま 

した。最近、院長を退職 

されて現在は顧問を務め、また多くのロータリー 

の賞も受賞していて、期待されている方です。 

 

続いて、次年度の地区運営方針ですが、 
１）奉仕の実践 

     ロータリーの目的は奉仕の実践です。クラブ 
独自に、またはＲ財団の地区補助金、グロー 
バル補助金を活用して、地域社会、国際社会、 
青少年のために奉仕活動を実践する。ロータリ

ー米山奨学会と奨学生を積極的に支援する。 
２）RI 戦略計画の推進 

クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化 
と増加、公共イメージと認知度の向上。 

３）会員増強・会員維持 

 クラブ会員数 29 名以下のクラブ  純増 1 名 
        30 名以上 49 名以下 純増 2 名 
        50 名以上のクラブ  純増 3 名 
 新会員の入会はクラブ活性化の要です。例会の 
 開催日、時間、会費等、柔軟性と刷新性を活用 
 して若い人、女性が入会しやすい環境を作り、 
 会員を増強する。 
４）寄付のお願い 

 ロータリー財団：奉仕活動への資金源 
 ・目標 年次寄付 200 ドル以上／1 名 
     恒久基金 1,000 ドル以上／1 クラブ 
     ポリオ撲滅 40 ドル以上／1 名 
 米山記念奨学金：日本で学ぶ海外からの留学 

生の支援 
 ・目標 20,000 円以上（普通寄付を含む）／1 名 
５）ロータリークラブを対象とする「ロータリー 

 賞」へのチャレンジ 

 RI 戦略計画の３つの優先事項を推進するため 
に、各分野の３項目を達成する。 

    ６）マイロータリーの登録向上 

MY ROTARY にログインすると、会員専用の 
 

 
 

コンテンツと自分のプロフィールを閲覧できま 
す。このサイトにはロータリーに関する役に立 
つ情報が満載です。今年度はマイロータリーの 
推進委員会を設けて、マイロータリーへの登録、 
普及を図ります。 

以上の 6 項目ですが、3)会員増強・会員維持では、 
女性の会長エレクトより、女性が入会しやすい環 
境を作るとあり、なぜ敢えて女性という言葉にこ 
だわって表現する必要があるのか？と質問があり、 
今後は配慮していくということでした。 
 また 6)マイロータリーへの登録状況ですが、 
第 5 グループでは地区平均よりは高いそうです。 
自分のほしい情報や資料もダウンロードできるの 
で、特に新会員には登録をお願いしたいとのこと 
でした。 

 
昼食後、午後からは分科会となり、１～６グル 

ープに分れて、各部屋で会合が行われました。 
第１セッションのテーマは、「クラブ会長の役 

割と責務について」、第２セッションのテーマは、 
「会員増強・会員維持について」でした。 
特に会員増強では、当地区には会員 20 名以下 

が現在、14 クラブあるそうです。同じグループ 
に二宮 RC の会長エレクトがいて、会員 10 名で 
すが、次年度は 1 名退会し、9 名になるそうです。 
 9 名になると、クラブとしての奉仕活動も厳し 
くなり、いろいろな役職を兼任している会員も多 
いので、他団体と協力して実施しているが、何か 
クラブとして自立した活動が必要で、今後どうや 
って運営していこうかと話されていました。 
 グループリーダーの方が次々と指名されるので 
参考になる意見なども多くありました。また既に 
次年度の方針を決められた会長もいました。 
 分科会終了後、全体会で米山奨学金、ロータリ 
ー財団、マイロータリー、クラブセントラルなど 
の説明があり、18 時～最後の懇親会は和気藹々 
の雰囲気の中、ようやく一日が終了しました。 
 研修セミナーに参加して思ったのは、早々に次 
年度に向けて準備をしている会長や、10 名位の 
の会員で運営しているクラブもあり、当クラブも 
40 名を切って、危機感を感じております。7 月 
から頑張りますので、宜しくお願い致します。 
 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会長幹事会の報告（３月 13 日）」 

全体的には総括に入りつつある雰囲気の中、ま 

    だまだＩＭや、グループ親睦ゴルフもこれからに 

    なります。増強に関しても先週例会で卓話をして 

    頂いた新井地区増強委員長と川合委員が出席さ

れ、残りの期間を増強目標達成に向けて、ますま

す力を入れてほしい旨、激励がありました。 

現状、第 5 グループは 57 名の増強目標に対し

て入会 26 名、純増 16 名で達成率 28%となってお

りますが、当クラブでマイナス 4名と足を引っ張

っている状況です。阿部増強委員長とも何とか 40

名を切らない状態までもっていきたいと、改めて

目標を確認してやっていきますので、宜しくご協

力お願いします。4 月 3 日は 2 名の入会式を行う

予定ですので、多くの出席者で迎えたいと思いま

す。2名の入会で当クラブは 37 名になります。 

また 5 月 26 日に、地区の「新入会員の集い」

があります。詳細はまたご連絡しますが、他グル

ープ新会員とも交流する機会になると思います。

他クラブでもいろいろなルールや例会のやり方、

さまざまな奉仕事業、またそれぞれの所属クラブ

に対する疑問や不満も聞けて、刺激になるかもし

れません。 

また今年度は地区研修協議会のため、グループ

での「桜祭り」の参加はしませんが、相模原東 RC

が毎年出店していて、今年もチキンラーメンの販

売をするそうで、桜祭りに行く方はどうぞ寄って 

 

 

 

みて下さい。また相模原大野 RCの 25周年式典が 

5月 12日にセンチュリー相模大野で 14:00から 

行われ、こちらの詳細はまた案内があると思いま 

す。4月 2日は柴胡 RCの第 500回記念例会が行わ 

れ、こちらは私と横溝幹事で出席致します。 

その他、第 4グループで新クラブとして本厚木 

RCができる予定のようです。実態としては、厚木 

RCか厚木中 RCから分かれる形だそうですが、当 

2780地区としては 67番目のクラブとなります。 

当クラブの報告です。今年度も光明学園及び近 

隣の小学校にシューズの寄付のお願いをしました。 

今回は文房具類の寄付も依頼しています。 

今週 3月 24日はいよいよＩＭとなります。当 

日は「千寿閣」で 12:30頃から横溝幹事が受付で 

待機しており、スルーしないようお願いします。 

ＩＭは移動例会のため、来週 27日火曜の例会 

はありませんので気を付けてください。尚、ＩＭ 

に出席できない方はメイクを宜しくお願いします。 

 

 

 

●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早川会長エレクト、研修セミナー報告、楽しみ 

にしています。 

③田後会員、増強スピーチ宜しくお願い致します。 

●老沼 秀夫会員 

 結婚記念日祝をいただき、有難うございます。 

 永くなりました。 

●田後 隆二会員 

①早川会長エレクト、PETSお疲れ様でした。 

②結婚記念日祝、ありがとうございます。助かり 

ます。 

●黛 裕治会員 

①3 月結婚記念日と入会記念日お祝の皆様、おめ 

 でとうございます。私も祝って頂き、ありがと 

 うございます。 

②早川会長エレクト、宜しくお願いします！ 

＜裏ページに続く＞ 

 



 

 

●中山 徹男会員 

結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

今年で 30年目になりますが、3月 11日なので、 

あの日以来、お祝は自粛しています。 

●丸子 勝基会員 

①入会記念日を祝っていただき、有難うございま 

 す。初心に帰って、ロータリーを楽しみます。 

②早川会長エレクト、PETS 報告ご苦労様。7月が 

 楽しみですネ。 

●中里 和男会員 

①入会記念日のお祝、ありがとうございました。 

早いもので、39年になります。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

    ●櫻内 康裕会員 

    ①本日、結婚記念日祝と入会記念日祝の皆さん、 

     おめでとうございます。 

    ②卓話の早川会長エレクト、PETS報告宜しくお願 

いします。 

●諸隈 武会員 

①お祝の皆様、おめでとうございます。  

②早川会長エレクト、本日は宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①早川会長エレクト、卓話ご苦労様です。 

②結婚記念日祝、入会記念日祝の皆様、おめでと 

 うございます。 

③明日はかなり寒くなるそうですね。三寒四温が 

 今年は激しすぎますね。 

●池之上 和哉会員 

①3 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②早川会長エレクト、研修セミナー報告よろしく 

 お願いします。 

●藤原 利夫会員、竹田 繁会員 

①結婚記念日祝と、入会記念日祝を受けられる皆 

様、おめでとうございます。 

②PETS 報告の早川会長エレクト、宜しくお願いし 

ます。 

●大塚 正浩会員 

結婚記念日お祝、入会記念日お祝の皆さま、 

おめでとうございます！ 

 

 

 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②研修セミナー報告、早川会長エレクト、宜しく 

 お願い致します。 

●小崎 直利会員 

①3月お祝の皆様、おめでとうございます。3月 

はお祝の方が多くいらっしゃいますね。 

②会長エレクトの早川さん、研修セミナー報告、 

よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①3月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②会長エレクトの早川さん、ご苦労さんです。 

 よろしく。 

●田所 毅会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②「PETS報告」早川会長エレクト、よろしく 

 お願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●阿部 毅会員 

①早川会長エレクト、いよいよスタートですね！ 

 とにかく健康に気をつけて！！ 

②結婚記念日祝及び入会記念日祝の皆様、おめで 

 とうございます。 

●伊倉 正光会員 

①早川会長エレクト、PETS報告宜しくお願いし 

 ます。 

②結婚記念日祝・入会記念日祝の会員の皆様、 

 おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月の結婚記念日、入会記念日の皆様、おめで 

とうございます。 

②早川会長エレクト、あと 3か月ですね。PETS 

 報告、宜しくお願い致します。 

●豊岡 淳会員 

①3月結婚記念日祝、入会記念日祝の皆様、おめ 

でとうございます。 

②早川会長エレクト、PETS報告宜しくお願いしま 

 す。いよいよですね。 

 



 
 

     

                 （以下、概要にて掲載） 

〇会員増強委員長         阿部 毅 

 今年度の増強目標は純増 

2名としましたが、現状で 

は何とか 40名には戻した 

いと思っています。まだ、 

残り 3カ月半ありますので 

何とか最後まで頑張りたい 

と思います。ついては来月 

4月 3日に「会員増強委員 

会」の打合せを行います。出席依頼者は会長、幹 

事と増強委員会のメンバーで、詳細は事務局より

ご連絡致します。 

また本日から増強を意識して頂くため、前年度

まで実施していた「増強ショートスピーチ」を再

開致します。トップバッターはこのショートスピ

ーチを始められた年度の増強委員長、田後会員に

宜しくお願い致します。 

 

〇親睦活動委員長         豊岡 淳 

来月 4月 17日（火）は 

相模原東 RCとの合同例会 

となります。時間は 18:30 

～、場所は「敦煌」にて。 

東 RCとの合同例会は久し 

振りのことですので、多く 

のご参加をお願いします。 

出欠席は来月 4月 3日例会 

から回覧をまわします。 

 

〇増強ショートスピーチ     田後 隆二 

ショートスピーチは 

    私が始めた訳ではなく 

    当年度の会長に依頼さ 

    れて継続してきました。 

前年度は４０周年で 

会員４０名にというこ 

とで高いハードルを掲 

げ、入会者が７名あり 

年度末に１名の退会者 

が出ましたが、一時的に達成ができました。↗ 

 

 

 

ですが増強はなかなか難しく、私が 2011 年に 

入会した後、移籍入会された伊倉さんを除き、新 

会員として小崎さんが 2015年に入会されるまで 

には約 3年半ほど掛かっています。 

私も今年度は地区副幹事として、地区に携わっ 

ていますが、増強は数字がはっきりと出ますので、 

大谷ガバナーも増強にこだわっているようです。 

金沢さんも立場上、ガバナー補佐として強調され 

ていますが、ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

〇地区「公共イメージ＆社会・国際セミナー報告」 

   次年度社会・国際奉仕委員長  阿部 毅 

 3月 7日（水）アイクロス湘南（辻堂）におい 

て、地区役員と次年度会長エレクト及び担当委員 

長により「公共イメージと認知度向上」をテーマ 

として、合同セミナーが総勢 150名の参加で行わ 

れました。 

 主役の「End Polio Now」のビデオ報告と、「社 

会・国際奉仕」の地区内 4クラブにおける事例報 

告での全体会議のあと、シンポジウム「地域協働 

の食で子ども達の未来を育む」とのテーマで、ゲ 

ストパネリストにより実施されました。 

 日頃、実施しているロータリー活動の実態を、 

いかに多くの人々に周知し、公共イメージ効果に 

反映させることの大切さを学ばせて貰いました。 

〇インターアクトについて 

地区青少年奉仕委員会   豊岡 淳 

 インターアクトの年度は毎年 4月～翌年 3月ま 

でとなり、通例、毎月 1回、第 2土曜日に地区ミ 

ーティングが開催されます。 

 今月は 3月 24～25日に一泊研修会が小田原ス 

ポーツ会館で実施されますが、当クラブではＩＭ 

と重なるため、25日のみ参加する予定です。 

 先日のミーティングで、3年生は卒業するので 

すが、光明学園インターアクトの佐藤さんが先日 

の台湾地震で、インターアクトが 12月に海外研 

修で行ったところなので、何か支援をできないか 

と提案されました。インターでいろいろな奉仕活 

動をして、成長している姿をみて、何となく誇ら 

しい気持ちになりましたので、少し報告させて頂 

きました。 

 



 
 

 

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開催の件 

来日学生に開催要旨と、クラブからの出席者確 

認をお願い致します。 

日時：4月 7日（土）13:30～懇親会（学生対象） 

15:00～オリエンテーション 

スピーチテーマ：「京都研修旅行で学んだこと」 

場所：第一相澤ビル 登録締切：4月 3日  

②青少年交換学生対象「大相撲藤沢場所」ご案内 

     日時：4月 14日（土）10:30 小田急線「湘南 

台駅」集合  開催場所：秋葉台文化体育館 

（※チケットに飲食費も含まれるため、昼食は 

持参不要） 

 

２．津久井中央 RC より第 5 グループ親睦ゴルフ 

コンペ事前参加登録費用のご案内 

3月会長幹事会にて、賞品代・懇親会費として 

参加者には 1人 7千円をクラブ一括にて事前に 

振込して頂きたく、お願い致します。 

振込期限：3月 26日 

     

例会記録 

点 鐘   １２時３０分 

会 場   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「我らの生業」 

ソングリーダー 大塚 正浩会員 

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  
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〇結婚記念日祝 

・横溝 志華会員 ３月 １日 

・中山 徹男会員 ３月１１日 

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・田後 隆二会員 ３月２３日 

・老沼 秀夫会員 ３月２９日 

〇入会記念日祝 

・中里 和男会員 １９７９年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 ２００２年３月１９日 

・黛  裕治会員 ２００７年３月２０日 

 

 

例会プログラム 

３月２７日→２４日（土）移動例会「ＩＭ」 

     １３：３０～ ラポール千寿閣にて 

４月 ３日卓話 阪西 貴子会員 

     定例理事役員会 

  １０日ゲスト卓話 田中 隆氏 

           （東京八王子北ＲＣ） 

  １７日移動夜間例会 

     「相模原東ＲＣとの合同例会」 

       １８：３０点鐘 敦煌酒楼にて 

 

●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 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 
３５名 ３０名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/6) 
２名 ９３．９４％ ９０．３２％ 


