
第 1954 回例会 

４月 24 日 №39 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 

     ２０１８年４月８日（日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

「神奈川県立保健福祉大学」 
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会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

 （以下、一部要約にて掲載） 

会長部門：早川次年度会長 

内容的には PETS と継続 
していて、グループディス 
カッションをしましたが、 
時間が無くて発表もできず、 
尻切れとんぼ的になってい 
ました。増強については新 
会員よりも退会防止を主に 
しているクラブが多いようでした。定期的に若い 
会員とベテラン会員の懇親会をして、現状で頑張 
っていくとか、適正人数でやっていくとか意見も 
ありましたが、時間の関係で充分な討議も質疑応 
答もできませんでした。 
幹事部門：佐々木次年度幹事 

     幹事の役割はクラブの要 
であり、手続要覧や定款細 
則を熟知しながらも、規則 
一辺倒ではなく「寛容の精 
神」でということでした。 
余談ですが、協議会前に 

昼食のセッティングで、幹 
事の最初の仕事として張り切り、打合せもしたの 
ですが、コース料理が全部出ないうちに時間が来 
てしまい、参加の皆様にご迷惑をおかけしました。 

    公共イメージ部門：池之上次年度委員長 

     最初に「ポリオ撲滅とイ 
    ンドへの道筋」の話があり、 

この活動が 2 人の日本人か 
ら始まり、現在に至ってい 
ることや、実際にインドで 
の奉仕活動の映像などを見 
ました。なぜ公共イメージ 
部門でポリオ撲滅の話ばかりなのかと思い、資料 
をよく読んでみると、「ポリオ撲滅におけるロー 
タリアンの役割の周知を図る」という次年度の 
目標を掲げていることが判りました。 

その後、ディスカッションと発表を行い、第５ 
グループで継続して行う奉仕活動をアピールし

ていくのも良いのではという意見もあり、こちら

からお願いしなくても、メディアが取り上げたく

なる奉仕活動はないものか考えてしまいました。 
 

 

 

会員増強部門：藤原次年度委員長 

○次年度地区方針で各クラブ会員数に応じて増強 
目標が決まりました。 

・29 名以下のクラブ   28RC 純増 1 名以上 
・30～49 名以下のクラブ 23RC  純増 2 名以上 
・50 名以上のクラブ   15RC 純増 3 名以上 
○リーダーの菅原 PG より、 

地区内に 66RC あるが、 
本日の増強部門に参加し 
ているのは 47RC。約 1/3 
が不参加で、増強に関心 
がないのかと少し怒り気 
味でしたが、1 クラブで 
5 人参加されたクラブもありました。 

○次年度は“ここが好き”という、「相模原中 RC 
 良いところアンケート」を実施予定です。 
増強は人任せにしないということを、頭の中に 
入れておきましょう！ 

国際・社会奉仕部門：阿部次年度委員長 

○佐野 PG の基調講演 
①ロータリアンとして熱心に奉仕活動をする理由 
 に関して 
②ロータリー不変の 3 つの特徴 
③ロータリー活動におけるリーダーとは？ 
○小野サブリーダーからポ 
リオ活動の実態、特にイ 
ンドの活動報告を中心に。 

○浜田サブリーダーから社 
会奉仕活動を地区テーマ 
「子供たちに夢と未来を」 
において実施する旨を話 
され、最後に今年度実施の４件の事例を報告。 

青少年奉仕部門：大坪次年度委員長 

現在の活動の説明があっ 
て、最後の 10 分位が質疑 
応答でした。インターから 
ローターへ、そしてロータ 
リアンに繋げていけるよう 
な活動を目指したいとのこ 
とでしたが、提唱している 
クラブが少ないので、機会があれば、卓話などで 
話していきたいとのことです。 
 



 

         
研修部門：横溝次年度会長エレクト 

     内容は会員維持の話がほと 
んどで、減少していく様々な 
原因があるが、見ているだけ 
でなく、研修リーダーとして 
考えていく必要がある。また 
クラブを盛り上げるためには 
奉仕活動が必要であり、新会 
員の居場所を確保や、地区セミナーにも多くの会

員が参加するよう務めて下さいとのことでした。 
新会員部門：山之内会員 

     まず、会場の県立保健福祉 
大学が大変興味深く、こうし 
た新しいタイプの校舎が増え 
ていくのかなと思いました。 
内容はロータリーの基本的な 
話が多く、他クラブ会員とも 
名刺交換ができて、とても良かったです。 
新会員部門：横江会員 

     同じ部門に山之内会員と２ 
名での参加でしたので、心強 
かったです。ロータリーの基 
本が勉強できました。 

 
 
 
 
●㝡住会長、横溝幹事 

①本日、結婚記念日お祝と入会記念日お祝の皆様、 

おめでとうございます。 

②皆様、地区研修協議会の報告、宜しくお願い致 

します。 

●横江 利夫会員 

    ①入会記念日祝、ありがとうございます。一年間

が経ち、まだまだですが、これからも頑張りま

す。宜しくお願いします。 

②ボトンド君も元気にやっています。 

●諸隈 武会員 

結婚記念日祝、ありがとうございます。３回目

です。自分を褒めてあげたいです。  

     

 

 

●阪西 貴子会員 

①本日はお祝をいただき、ありがとうございます。 

②米山奨学生の張さんが、例会に参加されており 

ます。皆様よろしくお願い致します。 

●小野 孝会員 

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。  

●大井 達会員 

①４月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②ゴールデンウィークはまた暑くなるようですね。 

健康第一ですね。 

●藤原 利夫会員 

結婚及び入会記念日祝を受けられる皆さん、 

おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①増強委員長の阿部です。ゴールデンウィークに 

入りますが、会員増強の件を忘れず、お過ごし 

下さい。 

②本日、結婚と入会記念日祝の皆様、おめでとう 

ございます。 

●大塚 正浩会員 

①米山奨学生の張さん、ようこそお越しください 

ました。 

②結婚記念日お祝と入会記念日お祝の皆様、おめ 

でとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①結婚記念日祝、入会記念日祝を受けられる会員 

皆様、おめでとうございます。 

②早川次年度会長を始めとして、先日の地区協議 

会に参加された皆様、ご苦労様でした。本日の 

報告宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

①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。阪西さんはダブルですね。 

②地区研修協議会にご出席の皆様お疲れ様でした。 

ご報告よろしくお願いします。 

●池之上 和哉会員 

①４月お祝を受けられる皆様、おめでとうござい 

ます。 

②米山奨学生の張さん、ようこそ！ 
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役員（○印は理事兼務） 理 事 

○会 長 早川 正彦 クラブ管理運営委員長 伊倉 正光 

○会長エレクト 横溝 志華 会員組織委員長 藤原 利夫 

○副会長 佐々木敏尚 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 阿部  毅 

○直前会長 冣住 悦子 ﾛｰﾀﾘｰ財団・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 

会場監督 副会場監督 

金沢 邦光 諸隈 武、大塚 正浩 

会 計 副会計 会計監査 副会計監査 

大井 達 阪西 貴子 田後 隆二 小野 孝 

委員会 委員長 副委員長 委員 

◎クラブ管理運営委員会         委員長・理事 伊倉 正光  副委員長 小崎 直利 

例会親睦 伊倉 正光 小崎 直利 

川合貞義、田所毅、櫻内康裕、田後隆二 

中山徹男、高本昌敏、横江利夫、山之内洋、

河野崇、中村勝彦 

姉妹・友好クラブ 最住 悦子 
横溝 志華 

佐々木敏尚 

 

◎会員組織委員会                        委員長・理事 藤原 利夫 

会員増強 藤原 利夫  
永保固紀、瀬戸裕昭、横溝志華、大坪征弘 

藤本恵介、横江利夫 

ロータリー情報 豊岡 淳  櫻内康裕、冣住悦子 

◎奉仕プロジェクト委員会                    委員長・理事 阿部 毅 

国際奉仕・職業奉仕 阿部 毅  
甲斐美利、丸子勝基、黛裕治、加賀治夫 

櫻内康裕、阪西貴子、諸隈武 

社会奉仕・青少年奉仕 大坪 征弘  
小野孝、金沢邦光、大井達、高本昌敏 

大塚正浩、山之内洋、豊岡淳（ＩＡＣ担当） 

◎ロータリー財団・米山記念奨学会                委員長・理事 中山 徹男 

ロータリー財団 中山 徹男  竹田繁、山之内洋 

米山記念奨学会 藤本 恵介  中里和男、高本昌敏 

◎公共イメージ                         委員長・理事 池之上和哉 

公共イメージ 池之上 和哉 
 老沼秀夫、黛裕治、大井達、小崎直利、 

高本昌敏、横江利夫 

◎特別委員会 

指名 瀬戸 裕昭 黛 裕治 
豊岡淳、櫻内康裕、冣住悦子、早川正彦 

横溝志華 

細則改正 早川 正彦 佐々木敏尚 櫻内康裕、冣住悦子、横溝 志華 



 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の相模原東 RCさんとの合同例会、皆様お 

疲れ様でした。無事盛況に終わることができ、会 

場監督、親睦委員の皆さん、有難うございました。 

時期的なこともあり、双方の現・次年度会長幹 

事、またガバナー補佐の引継ぎ的なこともできま 

した。当クラブは東 RCの親クラブとはいえ、今 

ままでは、東 RC創立の経緯を知らない会員が多 

い中、川合会員に乾杯の挨拶で当時、創立に苦労 

したという話は興味深かったです。新会員や若い 

会員が増えている中、クラブの歴史を振り返る機 

会が、もっとあってもいいと改めて思いました。 

     当日は、合同例会の前に第 5グループ親睦ゴル

フコンペが相模湖ＣＣで行われ、17 組 67 名が参

加し、同じクラブのメンバーが 2名ずつ入って組

になり、当クラブは 3組 6名での参加でした。 

櫻内会員が、私を含め他の 3人が 130 以上たた

く中で頑張って 10 位入賞。また丸子会員・横江

会員の組は組優勝しました。今回クラブの上位 3

人のスコアをとって、ブービーだったクラブが次

年度親睦ゴルフの幹事を担当ということで、かな

り心配していたのですが、相模原 RC が来年の担

当をすることになりました。 

先週 21日（土）は、「空飛ぶシューズプロジェ

クト」で各学校から集まった靴を大野北中にて仕

分けをしました。インターアクトからも金子先生

始め生徒さんたちが参加して、皆で靴のサイズを

ざっくり分けたのですが、大勢の参加のお蔭で、

1 時間もかからず終了することができ、520 足位

の靴が集まりました。この靴をフィリピンに持っ

ていく方法や時期は未定ですが、またご協力を宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度の最終例会ですが、交換留学生ボトンド 

君が 7月に修学旅行に行った後、すぐにハンガリ 

ーに帰国予定ですので、第 5グループ他クラブの 

会長幹事も招待して、ボトンド君の送別会を兼ね 

パーティー形式で行う方向で調整しており、日程 

場所など決まりましたら、改めてご連絡致します。 

 会長幹事会の報告の追加で、各クラブ活動報告 

ですが、津久井 RCと相模原南 RCは次年度ＩＭ共 

同開催に向け合同例会を予定。またニューシティ 

RCは 6月 9日に産業会館で、子供を対象にした設 

立以来初の奉仕事業を行うそうです。7月 3日に 

大谷ガバナーと相模原南 RCの「お疲れ様会」が 

町田レンブラントホテルであり、各クラブへ参加 

依頼がありました。以上、報告になります。 

 

甲斐 美利 

 増強委員長から急に依 

頼され、増強の大切さを 

話してほしいとのことで 

すが、どんな団体でも増 

えなければ衰退します。 

 今年度は今月、若い河 

野さんや中村さんを迎え 

られて、何か新鮮なもの 

を感じました。 

 ロータリーの良さは、異業種のトップの集まり 

で、いろいろな情報収集ができます。情報は日々 

変化し、今や小企業が大企業を食う時代、自分の 

仲間を集めて会社を立ち上げる時代です。 

 若い会員が同世代の方々にどんどん声を掛けて 

仲間を連れてくるようなコンセプトが出来れば良 

いと思っています。私も属している工業部会には 

800名位の会員もおります。  （概要にて掲載） 

 



 
 

 

報告事項 

    ①青少年交換学生オリエンテーション開催の件 

     貴クラブでお預かりの来日学生に開催要旨を

お伝え頂き、クラブからもご出席を宜しくお願

い致します。 

 日時：5月 5日（土）懇親会（学生のみ） 

13：30～ オリエンテーション 15:00～ 

         場所：第一相澤ビル 登録締切：4月 27日 

来日学生スピーチテーマ「残りの留学生活でや 

っておきたいこと」 

  

※５月１２日（土）奉仕活動「セラピー犬とダウン症児 

のふれあい事業」の出欠表（会員有志の参加）を 

回覧しております。詳細は回覧をご確認下さい。 

 

※次年度の理事役員・委員会組織表を配布しており

ますので、ご確認をお願い致します。また各委員

長には、次年度委員会活動計画書の原稿をご提

出頂きたく、書式を事務局よりメールにて送ります

ので、宜しくお願い致します。 

 

例会プログラム 

５月 ８日卓話 大井 達会員 

        定例理事役員会 

      １５日クラブフォーラム「ホームページリニ

ューアル」担当：公共イメージ委員会     

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 山之内 洋会員 

     ゲスト  張 珣さん（米山奨学生） 

 

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○結婚記念日祝 

・諸隈  武会員 ４月 ４日 

・阪西 貴子会員 ４月１５日 

・丸子 勝基会員 ４月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○入会記念日祝 

・横溝 志華会員 ２０１１年４月 ５日 

・阪西 貴子会員 ２０１５年４月２１日 

・横江 利夫会員 ２０１７年４月１１日 

 

 

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、河野  崇、中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29 名） 事前メイク者 

３７名 ２７名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/10) 

３名 ９０．９１％ ９０．０％ 


