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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 

今年度の相模原中 RC 会長を務めさせて頂き 
ます早川正彦です。私にとりまして、父も所属 
しました素晴らしい歴史を持つ、当クラブ会長

を務めさせて頂く 1 年間を考えますと、心配と

不安で一杯でございますが、何故か喜びも感じ

ております。どうか宜しくお願い致します。 
今年度 RI 会長のバリー・ラシン氏のテーマ

は、「インスピレーションになろう」です。こ

れは「効果的かつ効率的に奉仕する」との解釈

もあるようです。バリー・ラシン氏はロータリ

ーの活動において、救世主のようにその場その

場に登場し、ロータリーに変化をもたらしてき

た方だというお話を伺っております。私はこの

1 年間でどのようにロータリーが変化していく 
     

      
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（紙面都合上、一部要約にて） 

早川 正彦 

のか、大変期待をしております。 

寄付については、Ｒ財団及び米山奨学会へは 
例年通り 200 ㌦以上と 2 万円以上、そしてポリ 
オ寄付は 40 ㌦以上を是非お願いする所です。 
 それでは私なりに考え、計画した今年度の活 
動についてお話させて頂きます。活動において 
常に「懇親」というキーワードを感じられるよ 
う意識して活動して行くつもりです。また今後 
に向け「多様性」も感じられるよう活動してい 
く事も大切で、「楽しくなければロータリーでは 
無い」という言葉を良く耳にしますが、一番大 
切な考え方だと思います。 
 さて私たちは「40 周年に会員 40 名」を達成 
しましたが、先週の最住年度の最終例会にて、 
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加賀会員が健康上の理由で退会されましたが、新

会員に大槻さんを迎えることにより、今年度は再

び 37 名でスタートを切る事が出来ます。最優先

の課題として「会員増強」があります。地区から

純増 2 名を達成するよう指示を受けており、クラ

ブとして安定した奉仕活動を継続して行うには、

最適な会員数を 40 名と考えています。 
大槻さんの早々の入会と幸先良く、スタートを

切れましたので、純増 2 名を達成する事も重要な

ミッションではありますが、40 名を目指し、藤原

委員長を中心に会員一丸となり達成しましょう。 
尚、今年度はクラブ HP の新たな制作を予定し

ており、会員増強にも活用出来るよう十分に検討

し作成予定です。会員増強には会員皆様のより一

層のご協力を宜しくお願い致します。 
     例会については、出席率も最近は 90％以上に戻

って来ましたので、この調子を維持し、100％出

席を目指し、「楽しい例会」を心掛け、出席した

いと思う刺激と情報を得られるよう努力します。 
 今年度は夜間例会を 3 回予定しており、特に来

年 4 月 16 日に「第 2000 回例会」を迎えます。他

クラブの方もお呼びし、皆様で祝いたいと思いま

す。40 年以上をかけ、1 回 1 回の例会の積み重ね

は大変なことですので、中クラブらしいお祝いが

したいと思いますので、お願い致します。 
     奉仕活動についは、7 月に「市少年野球ジュニ

ア大会」（7/14）の支援から始まり、開会式・閉会

式に挨拶と始球式を行います。また今年度、地区

補助金の支給が決定しており、介護施設等への慰

問の奉仕活動を 3 回（9～10 月に 1 回、3～6 月に

2 回予定）計画しています。詳細は決まり次第ご

報告しますので、皆様の奮ってのご参加をお願い

致します。例年通り「泳げ鯉のぼり相模川」支援

も行って参ります。 
     8 月には「千曲川 RC 合同例会（花火大会）」

（8/25）を予定しており、久々の相模原での交流・

親睦の場となります。昨年、千曲川 RC の移動例

会（バーベキュー）にお伺いした際に、参加のお

声掛けをさせて頂き、千曲川 RC の皆様をお招き

して楽しい時間を持てればと考えています。 
 友好クラブの韓国・龍仁 RC「創立 40 周年式典」

が 10 月 4 日（木）に開催予定で、参加者を募り、 
 

 
 

出席しようと考えております。尚、友好関係を深 
めていくつもりですが、現状を踏まえ、今後の友 
好関係を検討し判断をするための 1 年間となると 
思っています。阿部委員長には、既に現地に赴き、 
お話をしている所でございます。  
 次に継続事業「空飛ぶシューズプロジェクト」 
はフィリピンの子供達に提唱 IAC の光明学園相 
模原高校や市内の小中学校 PTA から使用済みシ 
ューズをきれいに洗って送るという事業です。 

今年度は他 IAC からもシューズ提供の申し出 
もあり、送り先を増やし、タイにも送れないかと 
現在検討中です。当事業の継続を考えますと、現 
地への持参から発送へ変えていくことがベストと 
考えており、時間をかけ検討して参ります。 
 会員皆様には、10 月の「地区大会」（14 日）、 
2 月の「IM」（2 日）と行事があります。6 月 
にはドイツ・ハンブルク国際大会（1 日～5 日） 
があり、有志での参加をお願い致します。 
 最後に、幹事を経験し、櫻内会長の仕事ぶりを 
学んだつもりでしたが、いざ準備を進めていきま 
すと勉強が足りなかったと今、実感しております。 
私は私らしく、身の丈にあった活動を前向きに 

行い、更にこの１年間で貴重な経験と勉強をさせ 
て頂ける環境を与えて頂いたクラブに感謝し、精 
一杯の努力を惜しまず務めさせて頂く所存です。 

会員皆様には早川丸が沈まぬよう、お力をお借 
りする場面も多々有るかと思いますので、多大な 
ご協力とご意見、ご指導を賜りますよう、お願い 
ばかりの挨拶となりましたが、宜しくお願い致し 
ます。ありがとうございました。 

 

 

幹 事           佐々木 敏尚 

本年度の幹事を仰せつかりました佐々木敏尚と 
申します。１年間どうぞ宜しくお願い致します。 
私は平成 23 年 5 月 10 日に入会しましたので、 

入会 8 年目に入ったところです。まだまだロータ 
リーに関する知識も経験も不足しておりますので、 
ご指導を頂ければ幸いに存じます。 
 今年度幹事を拝命するにあたり、親である丸子 
会員に、幹事は何をすれば良いかについて質問し 
ましたところ、幹事は会長の女房役なので会長に↗ 
 



 

         
ピッタリくっ付いていればよいと教えて頂きま

したので、早川会長にピッタリくっ付いていたい

と思います。・・・今、会長がすごく嫌そうな顔

をされましたので、適度に離れて補佐していきた

いと思います。 
幹事の役割として、クラブ細則第 4 条第 4 節に 

は、「会員の記録を整理保管し、会合における出 
席を記録し、クラブ、理事会及び委員会の諸会合 
の通知を発送し、これらの会合の議事録を作って 
これを保管する。・・」とあります。これを見る 
と、現在の当クラブでは幹事の仕事は全て事務局 
（江成さん）が行なっています。つまり江成さん 
に任せておけば万事オーケーで、幹事は何もしな 
くて良い・・という訳にはいかず、幹事がやるべ 
きことは当然、幹事が理解している必要がありま 
す。江成さんも今後、何十年も事務局を続けてく 
れるわけではないと思いますので、いるうちに本 
来幹事がやるべき仕事を学んでおきたいと思い

ます。 
先日も事務所に赴いて、2～3 時間程いろいろ話 

をして教えて頂きました。江成さんは嫌そうな顔 
もせずに丁寧に教えてくれましたので、幹事とし 
てだけでなく、人としても優れていると感じまし 
た。今後、もし事務局が交代するようなことが仮 
にあったとしても、私から新しい事務局に教えら 
れるように勉強していきたいと、（今は）考えて 
います。 
簡単に自己紹介しますと、昭和 48 年生まれの 

44 歳で、妻と子供（小学 5 年生の男児）と 3 人 
暮らしです。地元の陽光台小学校を卒業後に、駒 
場東邦中高等学校に進学し、１年浪人した後、早 
稲田大学政治経済学部に入学し、4 年で卒業しま 
した。その後に苦難の司法浪人生活を 4 年程して、 
平成 12 年に司法試験に合格し、１年半司法修習 
生を務め、平成 14 年から相模原市内で弁護士と 
して働いています。 

最初はある法律事務所に就職しましたが、平成

22 年から独立し、橋本駅前で一人で法律事務所を

経営しています。弁護士としての知識や経験も大

してあるわけではありませんが、弁護士としての

仕事が少しでも、このクラブのお役に立てるので 
 

 
 

あれば幸いですので、もし何か疑問点などありま 
したらご遠慮なくお声がけください。 
これから１年間、早川会長を補佐してクラブ活 

性化と円滑なクラブ運営に努めてまいりますので、 
ご指導ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願い致します。 

 
 

〇前年度地区職業奉仕委員     櫻内 康裕 

前年度、地区に職業奉仕委員として出向してお 
り、今回 18 年振りに作成したパンフレットを全 
クラブにお配りしました。大変見やすく、判りや 
すい内容になりましたので、特に若手会員には読 
んで頂ければと思います。   （概要にて掲載） 

 
 
 

●早川会長、佐々木幹事 

①平成 30年度がスタート致しました。一年間、 

どうぞ宜しくお願い致します！ 

②会員誕生日祝の小野会員、大塚会員、おめでと 

うございます。 

③米山奨学生の張さん、ようこそ！ 

●小野 孝会員 

①今年度も宜しくお願い致します。 

②新年度早々、誕生日を祝って頂き、ありがとう 

ございます。お蔭様で、まだ薬にはお世話にな 

っておりません。 

●大塚 正浩会員 

①改めて冣住直前会長、横溝直前幹事、お疲れ様 

でした。 

②早川会長、佐々木幹事、宜しくお願い致します。 

③誕生日祝い、ありがとうございます！ 

●永保 固紀会員 

①早川年度、宜しくお願いします。 

②冣住前年度会長の役員皆様、ご苦労様でした。  

●金沢 邦光会員 

早川会長、佐々木幹事、一年間頑張って下さい。 

 会長、もうちょっと早く来て下さい！（笑） 

●冣住 悦子会員、竹田 繁会員 

新年度の始まりです。早川会長、佐々木幹事、 

一年間よろしくお願いします。 

＜次ページに続く＞ 



 

 
      ●川合 貞義会員 

新年度ですね。早川会長、佐々木幹事、1年間 

     体を大切にしながら、ゆったりと行きましょう。 

お互いに気を張らないで、交友を楽しんでいき 

ましょう。 

●横溝 志華会員 

①皆様、一年間本当にありがとうございました。 

②本日から早川会長、佐々木幹事、宜しくお願い

します。 

●田所 毅会員、老沼 秀夫会員 

 早川会長、佐々木幹事、理事役員の皆さん、 

一年間、体に気をつけて頑張って下さい。 

    ●伊倉 正光会員 

     早川会長、佐々木幹事、新年度に向けて宜しく        

お願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①早川会長、佐々木幹事、1年間宜しくお願い致 

します。また冣住前会長、横溝前幹事お疲れ様 

でした。 

②Boti 君も昨日、沖縄修学旅行に行きました。 

だいぶ飛行機が遅れたみたいですけど。 

●黛 裕治会員 

①早川会長、佐々木幹事、いよいよですね！楽し 

みましょう。 

②7月お誕生日、小野さん、大塚さん、おめでと 

うございます。 

③金沢前ＡＧ、お疲れ様でした。今年はＳＡＡ、 

宜しくお願いします。 

●田後 隆二会員、池之上 和哉会員 

①小野会員、大塚会員、誕生日祝おめでとうござ 

います。 

②冣住さん、横溝さん、1年間ご苦労様でした。 

③早川会長、佐々木幹事、宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①小野さん、大塚さん、お誕生日お祝、おめでと 

うございます。 

②新年度となりました。早川会長、佐々木幹事、 

宜しくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

①新年度を迎え、今年度も宜しくお願いします。 

②早川会長、佐々木幹事、宜しくお願いします！ 

 

 

 

●丸子 勝基会員 

①早川会長、佐々木幹事そして理事役員の皆様、 

一年間宜しくお願い致します。早川年度の門出 

を祝います。 

②小野会員、大塚会員、今月の誕生日おめでとう 

ございます。 

●中里 和男会員 

①新年度になりました。理事役員の皆様、頑張っ 

て下さい。 

②誕生日祝の大塚さん、小野さん、おめでとうご 

ざいます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①新年度のスタートです。早川会長、佐々木幹事 

1年間宜しくお願いします。 

②誕生日祝を受けられる小野会員、大塚会員、 

おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①早川会長、佐々木幹事、宜しくお願いします。 

②今月誕生日の大塚会員、小野会員、おめでとう 

ございます。 

●藤原 利夫会員 

①新年度にあたり、早川会長、佐々木幹事、一年 

間よろしくお願いします。 

②パスト会長の冣住さん、パスト幹事の横溝さん 

  一年間ご苦労様でした。 

③会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①本日、お祝の小野さん、大塚さん、おめでとう 

ございます。 

②早川会長、佐々木幹事、一年間宜しくお願い致 

します。 

●阿部 毅会員 

①早川年度の船出、多くのテーマが予定されてい 

ますが、一つ一つこなしていきましょう。佐々 

木幹事も頑張って！ 

②誕生祝の大塚・小野会員おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①小野会員、大塚会員、誕生日おめでとうござい 

ます。 

②早川会長、佐々木幹事、1年間宜しくお願いし 

ます。 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日 7 月 3 日はゴロ合 
わせでしょうが「波の日」 
だそうです。会社のある 
田名では相模川のアユが 
例年に比べ、10 倍という 
多さで「大地震の前触れ」 
ではないかという噂があ 
ります。しかし現実には、 
今年はアユを餌とするアジやサバが少ないので

食べられなかったために、アユの遡上の数が多い

のだそうです。梅雨明けが海開きより早く、例年

に比べても 20 日以上も早かったりという事から 
 

 
 

このような話が語られたのでしょう。しかし、科 
学的に解明されれば必ず事には道理があり、「大 
地震の前触れ」という話は、さほど心配する事は 
無いと分かる訳です。 
 さて 2 年前に櫻内会長の下、幹事を務めさせて 
頂き、2 年後には会長だと周りの皆さんに言われ、 
漠然と 2 年後、本当に会長になるのかな位に思っ 
ておりました。しかし、つい最近までまだまだ時 
間はあると思っておりましたが、こんなにも早く 
2 年が経ってしまったなというのが実感です。 
今、この場に立ち「あれもやっておけば良かっ 

たな、これもやっておけば良かったな」と本当に 
思いますし、早速、反省もしております。皆様か 
らは、「大丈夫、早川さんらしくやれば良いよ。」 
というお言葉を幾つも頂きました。今年度も「楽 
しい例会」を行い、より「楽しいクラブ」にした 
いと思いますので、皆で頑張って行きましょう。 
我がクラブの平均年齢は 58 歳と聞いており、 

幹事の佐々木会員、もちろん私も平均年齢以下の 
コンビになり、2 人のロータリーの経験を足して 
も、お互いに 7 年の経験ですので、14 年程の会長、 
幹事のコンビになります。前任の最住会長、横溝 
幹事のようには、上手く出来ないと思いますが、 
佐々木幹事と力を合わせ、我々なりの身の丈にあ 
ったクラブ運営を一生懸命に務めて参りますので、 
1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。 
 

＜理事会報告＞ 

①新会員候補者 1 名の提出。 

 会員選考・職業分類委員会へ。 

②市少年野球・ジュニア大会より協賛金の件。 

  青少年奉仕予算より１０万円を承認。 

７月１４日開会式に持参する。 

③光明学園インターアクトクラブ支援金の件。 

  前年度収支決算書の提出により、約４万円残金が 

  あるため、青少年奉仕より８万円の支援金とする。 

④グローバル補助金奨学生 山本氏餞別の件。 

  ７月２４日例会に出席。餞別金は他クラブの対応 

を確認し、会長・幹事に一任。但し上限は３万円。 

⑤ホームページリニューアルの件。 

  見積額４３２，０００円とリニューアルを承認。更新 

業務は月１０，８００円で想定。（年１２９，６００円） 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2017～18 年度地区職業奉仕委員会より、「職業 

奉仕パンフレット」送付のご案内 

     当地区では 18年振りとなるパンフレット「内 

向きと外向き／わかりやすい職業奉仕」を発行 

しました。2016 年に改訂されたクラブ定款と 

「四つのテスト」を拠り所とし、具体的イメー 

ジが湧きやすいよう工夫しております。各クラ 

ブにて議論の題材にして頂ければ幸いです。

（本日、各会員に配布） 

②インター・ローターアクト委員会／インターア

クトミーティングのご案内 

 下記にて開催致します。提唱クラブよりご出席 

をお願い致します。 

     日時：7 月 14 日（土）13:00～13:40 委員会 

14:00～16:30ミーティング  

場所：第一相澤ビル 登録締切：７月９日 

 

※相模原市少年野球ジュニア大会（相模原中ＲＣ

優勝旗争奪）の出欠表を回覧しておりますので、 

     ご記入をお願い致します。（会員有志の参加） 

     日時：7 月 14 日（土）8:50 集合（９時～開会式） 

場所：ひばり球場   

 

例会プログラム 

７月１０日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

          担当；会長、各委員長 

      １７日イニシェイションスピーチ（自己紹介） 

担当：中村 勝彦会員 

      ２４日「会員増強セミナーの報告」 

          担当：会長、増強委員長 

         ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生 山本氏ご挨拶 

         

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大塚 正浩会員 ７月２０日 

・小野  孝会員 ７月３０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  金沢 邦光ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 田後 隆二会員 

ゲ ス ト   張 洵さん（米山奨学生） 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：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 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３６名 ３４名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/31) 
１名 ９６．９７％ ９６．９７％ 


