
第 1961 回例会 

６月 19 日 №46 

 

●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：冣住会長 

     まず、会長をやってみての感想ですが、40周 

年も終わり、今年度はそんなに大きなイベント 

もないとは思っていたのですが、始まると米山 

奨学生や青少年交換学生の受入、インターアク 

ト年次大会の準備など、基本的にはカウンセラ 

ーや委員長に動いてもらっていたものの、常に 

いくつかの事を抱えて、気が休まらないものだ 

と思いました。 

後半はフィリピンにシューズを持参したり、 

セラピー犬活動のアレンジが大きな事業で、今 

年度にやっておかなければならないことも多

く、何か忘れているのではと心配でした。パス

ト会長の皆さんも、事業や業界で役職をされな

がらということも多かったと思いますが、本当

に頭が下がる思いです。 

反省点としては、前年度に 40名を達成した 

こともあって、増強に関して前半のんびり構え 

ていて、退会者が続き後半に取り戻せなかった 
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（一部、概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことです。増強は目標とする人数に安心せず、 

常に意識を高揚していかなければ難しいものだ 

と実感しました。 

奉仕活動では少年野球大会、シューズプロジ 

ェクト、セラピー犬活動を行いましたが、医療 

少年院への図書寄贈が省庁の管轄の関係(？)で 

出来ませんでした。先方も初めは可能だという 

ことだったのですが、なかなか行政機関への寄 

贈は難しいものだと判りました。今後の参考に 

なればと思います。 

また長期計画とはいかないまでも、クラブの 

あるべき姿について、何らか考えるきっかけが 

できればと思っていましたが、増強や奉仕事業 

に対しても、なかなか意見が多様で情報集会の 

記録もまとめ切れませんでした。記録としてま 

とめましたら、次年度に参考にしてもらえれば 

と思います。マイロータリーにもクラブアンケ 

ートのひな型などがあるのですが、活用しきれ 

なかったのが残念です。    （次ページに続く） 

 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

良かった点は、つたない会長ながら皆様からア 

    ドバイスや支援を頂きまして、何とか今年度を終 

えることができたことです。改めて中クラブで良 

かったと実感しています。この一年、若手・新会 

員の皆様にも実行部隊として、いろいろと動いて 

もらって助かりました。 

また、地区補助金申請やホームページリニュー

アルの検討で、少しでも次年度に引継ぎできる事

業を手掛けられたことも良かったです。 

会長をやってみないと実感として判らないこ

ともあると思いますので、これからはクラブ運営

にこの経験を生かして、少しでも役に立つことが

できれば嬉しいです。ありがとうございました。 

     

幹事部門：横溝幹事 

     女性 2名の会長、幹事ということで注目もされ

ていて、年度当初は張り切って務めていましたが、 

    上手く要領がつかめず、だんだん後ろ向きになっ

てしまいました。反省点ばかりで、良い所がない

のですが、この一年間で自分を振り返ることがで

きました。 

     

会場監督：黛委員長 

     今年度は少しゆるく柔 

らかい雰囲気の中の例会 

でと思いました。途中、 

副ＳＡＡが 1名退会され 

てしまい、中山さんと２ 

人で担当させて頂きまし 

た。最終例会は都合で欠 

席のため、最後は副ＳＡＡにお願い致しました。 

     

会計：丸子委員長 

     実質的な会計処理は事 

    務局にやって頂いていま 

    すが、今年度決算は収入 

面では会員減でマイナス 

となりましたが、支出で 

は節約して、周年事業積 

立金として 30万円を計上 

しましたが、それでも前年度よりも多い繰越金と

することができました。 

 

 

 

会計監査：佐々木委員長 

監査は基本的に年に１ 

回ですので、本日、例会 

終了後に監査を行って、 

確認させて頂きます。 

  

 

例会親睦：豊岡委員長 

 毎回の例会で担当する 

役割が多くて、大変忙し 

い委員会でしたが、特に 

副委員長の藤本さんのサ 

ポートには感謝しており 

ます。 

 

姉妹・友好クラブ：櫻内委員長 

 千曲川 RCとは、昨年８ 

月にバーベキュー合同例 

会を実施しました。韓国 

龍仁 RCや台湾・台中文心 

RCとも友好関係は継続し 

ております。フィリピン 

のマカティボブラシオン 

RCには空飛ぶシューズプ 

ロジェクトで今年度もシューズを持参しましたが、 

また今年もシューズが集まっていますので、次年 

度に送る必要があるかと思います。 

 

会員増強：阿部委員長 

目標の純増 1 名の達成 
が果たせなかったことを 
反省しております。 
「40 周年 40 名」を達成 
した直後の気の緩みがあ 
ったことは事実です。 
増強活動は 1 年だけで 

終わるものではありません。今年の増強目標で成 
しえなかった事例（女性会員＆未加入職種会員） 
も数件あります。本年度の活動を通して得た成果 
を途切れさせず、次年度に繋いでいってこそ増強 
のゆるぎない実績が得られるものと確信しており 
ます。そして、引き継ぐ入会候補者が確実に会員 
 



 

         

    となることを祈ります。勧誘活動に当たって切実 

に感じることは、当クラブの良さ・強みを訴える 

チラシの一枚が無いことでした。担当部署で緊急 

に作成する具体策を講じて頂ければ、有り難いで 

す。当クラブには「会員増強」の資質は間違いな 

くあります。本年、増強活動にご協力頂きました 

会員皆様に感謝申し上げます。 

 

国際奉仕・職業奉仕：江成委員長 

国際奉仕ですが、韓国・ 

龍仁 RC40 周年記念事業は 

10 月 4 日（木）ですので、 

ご参加をお願い致します。 

台湾・台中文心 RC とは 

今年度の事業については公 

式には交流がありませんで 

した。今年度のトロント国際大会は、6/24～/27 

日開催にて、当クラブから 5 名が参加予定です。 

フィリピンのマカティボブラシオン RC へは

「空飛ぶシューズプロジェクト」の奉仕活動で、

今年 2/25～27 日に 8 名で訪問しました。持参し

たのは前年度分で、今年度分のシューズは次年度

に実施予定となっていますが、日程は未定です。 

     ハンガリーからの青少年交換学生・ボトンド君

は 7 月 10 日帰国予定で、6/29 日の最終例会で送

別会を兼ねて行います。 

職業奉仕は、1 月の「職業奉仕月間」に地区職 

業奉仕委員会の櫻内委員にゲスト卓話として、 

「奉仕に学び、職業で奉仕する」というタイトル

でお話し頂きました。 

 

Ｒ情報：黛委員長 

     情報集会は後半に 1回だけ実施しましたが、で

きれば年 2回位が良いように思います。また、２ 

グループですと 20名位になり、人数的に少し多 

いようですので、10 名位が良いかと思います。 

     年度末になりましたが、本日、新会員の方々に 

オリエンテーション資料をお渡ししましたので、 

各自で勉強をお願い致します。 

 

 

 

社会奉仕・青少年奉仕：池之上委員長 

 7月の少年野球大会から 

始まり、11月にインターア 

クト年次大会、5月に鯉の 

ぼりとセラピー犬と多くの 

奉仕活動があり、また多く 

の会員皆様にご協力頂き、 

有難うございました。 

特にインターアクトについては何も知識が無か 

ったところ、豊岡さんに地区委員会に誘って頂き、 

いろいろと情報が得られて助かりました。 

 

Ｒ財団：会長より 

 当クラブは財団寄付を後半でお願いしています 

が、会長幹事会でも寄付実績が反映されるのが遅 

くなりますし、後半で再度のお願いもできるので、 

もっと早めに集めて頂ければと思います。 

 

米山記念奨学会：阪西委員長 

 中国からの米山奨学生、 

張珣さんの受入れでは、 

１年間、皆様に温かく受 

け入れて頂き、感謝して 

おります。来年３月まで、もう 1年ありますので 

もう 1年程ありますので 

宜しくお願い致します。 

 

公共イメージ：小崎委員長 

 ホームページの発信を 

主にして活動し、後半に 

少しづつ前向きに動き出 

しましたので、次年度も 

引き続き、委員としてサ 

ポートしてまいります。 

ロータリーの友は当初、 

毎月の紹介はしない方向でしたが、アドバイスも 

頂いて、実施させて頂きました。私自身も、いろ 

いろと情報を得ることができて、良かったと思っ 

ています。 

 



 

 

 

 

●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クラブ協議会を宜しくお願い致します。 

    ③いよいよ今年度、当会場での例会は最後です。 

     皆様、ありがとうございます。 

    ●川合 貞義会員 

入会させて頂いて 41 年間お世話になってきま 

した。もう少し仲間でお付き合い下さい。 

入会記念日祝、ありがとうございます。 

●小野 孝会員 

①櫻内さん、結婚記念日おめでとうございます。 

②入会記念日祝、ありがとうございます。 

③国際大会参加の皆さん、気をつけていってらっ

しゃい。楽しい話を待っています。 

●老沼 秀夫会員 

入会記念日祝を頂き、ありがとうございます。 

27年経ちました。これからも、どうぞ宜しく！ 

●藤原 利夫会員 

①結婚記念日祝、入会記念日祝の皆さん、おめで 

 とうございます。 

②私も戴きまして、有難うございます。 

●櫻内 康裕会員 

①本日は結婚記念日祝を戴き、ありがとうござい 

ます。忘れていました。しかも国際大会で、い

ません。 

②クラブ協議会、宜しくお願いします。会長いよ 

いよ終りに近づいてきましたね。 

●中里 和男会員 

①櫻内さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

①櫻内会員、結婚記念日おめでとうございます。 

②川合会員、小野会員、老沼会員、藤原会員、 

入会記念日祝おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②国際大会、お気をつけて、行ってらっしゃい。 

 

 

 

 

 

●瀬戸 裕昭会員 

①結婚記念日祝の櫻内会員、入会記念日祝を受け 

られる川合会員、小野会員、老沼会員、藤原会 

員、おめでとうございます。 

②冣住会長、横溝幹事、この会場での例会は今日 

 でラストですね。ご苦労様でした。 

●黛 裕治会員 

①6月の結婚記念日、入会記念日お祝いの皆様、 

おめでとうございます。 

②最終例会は出席できません。一年間、ゆるい会 

場監督で失礼致しました。 

●伊倉 正光会員 

 結婚記念日祝と入会記念日祝の会員皆様、おめ 

 でとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日お祝いの皆様、おめでとうございます！ 

●阿部 毅会員 

①本年度締めのクラブ協議会宜しくお願いします。 

②結婚記念日・入会記念日をお迎えの皆様、おめ 

でとうございます。 

③金沢ＡＧ、一年間の大役お疲れ様でした！ 

（まだ、早いかな？） 

●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クラブ協議会、よろしくお願い致します。 

●丸子 勝基会員、大塚 正浩会員 

 結婚記念日、入会記念日祝を受けられる皆様、 

 おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

6月結婚記念日、入会記念日祝の皆さん、おめ 

 でとうございます。 

●金沢 邦光会員 

①感謝の集い、たくさんの申込みを頂き、ありが 

 とうございます。 

②お蔭様で、最後に 150名程で親睦を深めること 

 ができそうです。その打合せで、本日は早退さ 

 せて頂きます。 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の地震の時は会社にいて「あ、地震だ」と 

    気にもとめない程度だったのですが、大阪でそん 

なに大きい被害が出ているとは知らず、大変驚き 

ました。社員が大阪出張で、新横浜で新幹線待ち 

をしているところで、急にパタパタと運休になり、 

45分並んで払い戻しをしたそうです。 

先週火曜日に、今年度最後の会長幹事会があり

ました。大谷ガバナー、栗林地区幹事も出席され、

最後にふさわしい賑やかな会となりました。金沢 

ガバナー補佐、瀬戸グループ幹事、1年間大変お 

疲れ様でした。会長幹事会の報告も、ほぼ最終の 

結果になりますので、ご報告します。 

     まず増強は、当クラブは残念ながら純増マイナ 

ス 2の 37名でした。第 5グループでは純増 33名、 

西 RCとﾆｭｰｼﾃｨ RC がプラス 6 名と健闘しました。 

相模原 RCは 69名ですが、入会予定者が 2名いる

ので、70 名を超えるかと思います。西 RC も現在

65名となっております。地区では 134 名増員して

おり 2459名、単純平均だと１クラブ 36.7 名とな

っています。 

     次に財団寄付の達成ですが、当クラブは達成率

63%、1人当たり 125 ドルとなりました。ポリオ寄

付は残念ながら結果が出ていなかったのですが、

皆さんの寄付のお蔭で、60～70%位の達成はして

いるかと思います。グループでの財団の平均達成

率が 66%、地区では 85%でした。 

米山寄付に関しては、当クラブは 1 人当たり

18,702 円で達成率 93.5%、グループでは 89.5%で

した。今年度は退会者が多かったことも、寄付の 

 

 

 

達成率に影響していると思います。また毎年のこ 

となのですが、寄付金を集めるタイミングが遅く 

なりがちなことも、今回の反省点ではあります。 

16日にグローバル補助金による奨学生の壮行会 

に出席してきました。当クラブでは山本一真さん 

をコロンビア大学の大学院に開発経済学の分野で 

送り出します。8月 17日に出国だそうで、7月の 

どこかの例会に出席してもらえるようお話してき 

ました。 

 今週金曜日に金沢さん、櫻内さん、横江さん、 

横溝幹事と RI国際大会のためトロントに出発し 

ます。26日に帰国しまして、29日金曜日が最終 

例会となりますので、宜しくお願い致します。 

 

 
〇マイロータリー「My Rotary」とは、 

国際ロータリーに登録することで、ロータリー 
の活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデー 
タを随時入手できる便利なシステムです。また 
クラブ会長、幹事、事務局にとっては「ロータ 
リークラブセントラル」（寄付目標、会員増強 
目標の設定、会員情報－入退会の更新、半期報 
告書、人頭分担金の請求書発行等）など、地区 
やクラブ運営にとって、不可欠なオンラインシ 
ステムとなります 

〇ロータリークラブ・セントラルとは 

 クラブと地区の目標設定と、活動計画用ツール 

 として 2012 年にデビューし、これまで世界中 
 のクラブで活用されてきました。しかし当初は、 
 多くの会員から「使いにくい」「動きが遅すぎ 
る」といったコメントも寄せられ、こうした声 
を受け、2017 年 3 月に数々の改良が加わり、 
新たに公開されました。デザインも一新され、 
判りやすいグラフや表がふんだんに使われてい 
ます。スピードもアップし、クラブの過去と現 
在のデーターが更に見やすくなっています。 
まずは、マイロータリーにログインして内容を 
ご覧ください。ロータリークラブ・セントラル 
はマイロータリーのメニュー「運営する」から 
開くことができます。 
 
 
 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①次年度地区ロータリー財団セミナー及び補助 

金管理セミナーのご案内 

     ロータリー財団セミナーは財団への理解を深

めることを目的としており、次年度の会長、財

団委員長、奉仕プロジェクト委員長のご出席を

お願い致します。尚、補助金管理セミナーは、

次年度グローバル補助金の申請を予定してい

るクラブのためのセミナーですので、申請予定

のないクラブは出席対象ではありません。 

     日時：7月 14日（土）13:00～15:30財団セミ 

ナー（15:30～補助金セミナー） 

     場所：アイクロス湘南（辻堂駅北口）  

登録締切：7月 9日 

 

    ※今年度最終例会（移動例会）及び交換学生ボトン

ド君送別会の出欠表を回覧しておりますので、本

日の例会終了までにご記入をお願い致します。 

日時：６月２９日（金）１８：３０～点鐘・例会 

             １９：００頃～懇親会（送別会） 

場所：レンブラントホテル町田 

会費：５，０００円（当日集金） 

 

例会プログラム 

６月２６日→２９日（金）移動例会 

「年度最終例会及び交換学生送別会」 

           18:30 点鐘 レンブラントホテル町田 

７月 ３日新年度第１回例会 

「新年度のご挨拶」会長、幹事 

         定例理事役員会 

     １０日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

１７日「会員増強セミナー報告」 

    担当：会長、増強委員長 

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇結婚記念日祝 

・櫻内 康裕会員  ６月２５日 

 

〇入会記念日祝 

・川合 貞義会員 197７年６月 1７日 

・小野  孝会員 1977 年 6 月 17 日 

・老沼 秀夫会員 1991 年 6 月 18 日 

・藤原 利夫会員 2007 年 6 月 5 日 

 

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「我らの生業」 

ソングリーダー 河野 崇会員   

 

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、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 ３２名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/5) 
１名 ９６．９７％ ９７．０６％ 


