
第 1968 回例会 

８月 21 日 №６ 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガバナー補佐 

本日は第 5 グループでは 12 クラブの内、7
番目のガバナー補佐訪問となります。 

6 月から先月末頃までガバナー補佐の重責で、

食欲もなく、少し体調を崩して痩せてしまいま

したので、もしダイエットに挑戦されている方

は、ガバナー補佐を引き受けることをお勧めし

ます。尚、今月に入って食欲も出てきました。 
      今年度 7 月に入って、すぐにバリー・ラシン

RI 会長からメッセージが届きました。前年度の

金沢ガバナー補佐からバトンを受け取り、次の

ガバナー補佐に無事引き継ぐまで、頑張りたい

と思います。ただ、前年度の金沢さんが出来す

ぎたガバナー補佐でしたので、プレッシャーに

なっております。 
では、本日は公式訪問前のガバナー補佐訪問 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水 寿人 

ということで、ガバナーの紹介をさせて頂きま 
すが、脇ガバナーがどんな方なのか、ビデオを 
作成されたので、先にそちらをご覧下さい。 

（以下、ビデオインタビューより概要にて掲載） 

 
 
 
 
 
 
 
 
・入会して 29 年目になります。 
・昭和 24 年 10 月生まれで 68 才です。 
・家族は妻と息子 3 人、孫 2 人。 
 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



 
 

・生まれも育ちも茅ヶ崎です。 
・小さい頃は、まじめでおとなしかった。 
・小中学校時代は夏休みは毎日海で遊んでいて、 
 地引網を手伝ったりした。 
・高校は横浜翠嵐高校、大学は明治大学法学部。 

大学 2 年の時に学生運動でキャンパスが封鎖さ 
れ、大学にはほとんど行っていないが、ちゃん 
と卒業しました。 

・仕事は大学卒業後、家業の材木業を手伝う。 
30 才の時、父が倒れて、社長になる。 

・スポーツはほとんどしない。中学・高校は美術 
部。ジムのスイミングを 25 年位、続けている。 

・趣味は 3 年前からフルート演奏。 
“君といつまでも”を披露 

 
 
 
 
 
 
 

 
・RI 会長についての感想。バリー・ラシン RI 会 

長とは、米国・サンディエコでの国際協議会で 
お会いしましたが、体が大きくてたくましく、

カリブ海のバハマ出身で明るい方です。 
・地区方針について。まずは奉仕の実践をしよう 

ということです。また増強ではクラブの活力を 
を保つため新しい力、新しい人を入れましょう。 

・各クラブへのお願い。地区方針は５項目ありま 
すが、①奉仕の実践 ②会員増強 ③米山や財 
団への支援などです。 

 
以上ですが、脇ガバナーの人柄など判りやすか 

ったかと思います。前年度も大谷パストガバナー 
がビデオメッセージを作成されたので、今年度も 
ガバナー補佐一同で、パクって頂きました。 
 尚、脇ガバナーは、私の名前「トシヒト」を何 
故か「ヒサトシ」と間違えておりましたが・・。 

実は、このインタビュアーは脇ガバナーの弟さ 
んの脇吉昭さんです。今年度は兄はガバナー、三 
男の弟が地区幹事を務めています。ちなみに次男 
 

 
 

の方はロータリアンではないそうです。また先程 
のビデオのバックミュージックも脇ガバナーがフ 
ルートで吹いているそうです。 
 
 では私の自己紹介をさせて頂きますが、脇ガバ 
ナーと同じような境遇ですから、声が掛かったの 
かもしれません。家業も同じ材木屋で、ガバナー 
は 3 代目で、私は 2 代目です。大学卒業後、直ぐ 
に家業を手伝うようになり、建設業や宅建業も同 
じように併設しています。 
 子供も 3 人で、娘と息子 2 人です。娘は 2007 
年にオーストラリアに交換学生として留学しまし 
て、その影響からか、座間キャンプにいるアメリ 
カ人と結婚して、先月子供が生まれ、私はおじい 
ちゃんになりました。 
 ロータリー歴は柴胡 RC にはチャーターメンバ 
ーとして入会し、2007～08 年度に幹事、2009～ 
10 年度に会長を務めました。 
地区歴は、地区青少年交換の委員を 3 年、副委 

員長を 1 年、委員長を 2 年、危機管理や増強の委 
員などをしました。昨年の大谷ガバナー年度は副 
幹事で休む間がありませんが、声が掛からなくな 
るのも、また微妙で複雑な心境です。 

実は私は脳梗塞をしまして、3 年前には狭心症 
もしましたが、お蔭様でほぼ後遺症もありません。 
ですが、もう地区もそろそろ引こうかなと思って 
いたら、脇ガバナーからガバナー補佐にと声を掛 
けられた次第です。 
 各クラブ会長も会長職が終りますと、地区に出 
向依頼が来るかと思いますので、その節は宜しく 
ご協力ください。 
前年度の金沢さんは入会 14 年目でガバナー補 

佐に、私は入会 13 年目でなりましたので、最近 
は比較的、若い会員がガバナー補佐に就任してい 
るようです。 
地区歴が長くなれば、ロータリーのことも良く 

知っていると思われがちですが、ガバナー補佐に 
なるため半年間の研修も受けまして、すごく負担 
にも感じ、不安で眠れない日々もありました。 
私も現在、第一線で仕事をしていますが、それ 

でもできるガバナー補佐を目指したいと思います。 
ですので、ある程度の良い加減さと柔軟性を持ち、↗ 
 



 

                  

ガバナー補佐をやっていこうと思っています。 

     夜間例会も、お酒は控えていますので飲みませ 

    んが、積極的に参加していきます。また中ＲＣの 

早川会長とは同期生なので心強く思っています。 

     今年度一年間、脇ガバナーを支えて頑張ってい

きますので、宜しくお願い致します。 

（一部、概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     毎日毎日暑い日が続いておりますが、先週末は 

厳しさもゆるみ、涼しく感じたのではないでしょ 

うか？皆様にはお盆休みもありましたが、いかが 

お過ごしでしたでしょうか。夏風邪の方も、いら 

っしゃるのではないでしょうか？ 

今週は台風が 19 号、20 号と 2 つ日本に接近す

るようです。25 日には「千曲川 RC との合同例会

（花火大会）」を予定しており、大変心配してお

りますが、本日の予報では 25 日にはギリギリで

日本列島を抜ける予定だそうです。何とか雨だけ

は回避したい所です。当日は、相模原で千曲川 RC

の皆様をお迎えし、楽しい例会をしたいと思いま

すので、ご協力をよろしくお願い致します。 

さて本日 8月 21日は、「献血の日」だそうです。

1964年に、それまでの売血制度を廃止し、献血に

より血液を確保することが閣議決定され、記念日

として制定されました。 

そして本日は「パーフェクトの日」でもありま

す。皆様は覚えていらっしゃるでしょうか？ 

大人気のプロボーラー中山律子選手です。1970年 

 

 

 

のこの日に、女子プロボーラー初のパーフェクト 

ゲームを達成した事を受け、記念日に制定されま 

した。私が小学生だったと記憶しておりますが、 

友達と初めてのボーリングに行きました。いざレ 

ーンに立ちますと、後方からの視線と緊張、投げ 

方が分らず大変恥ずかしかった思い出があります。 

現在では、その時のメンバーからプロボーラー 

となった者もおります。ボーリングを初めて 40年 

ですが、パーフェクトゲームは 6回達成している 

そうです。 

また昨日になりますが、友好クラブであります 

「韓国・龍仁 RC」より、10月 4日（木）に開催 

される「40周年記念式典」の招待レターが届いて 

おります。後程、阿部国際奉仕委員長より報告が 

ありますので、皆様には積極的な参加に向けて、 

スケジュールの調整をお願い致します。 

最後になりますが、本日、ガバナー公式訪問 3 

週間前にあたり、清水寿人ガバナー補佐にお越し 

頂いております。9月 11日の「ガバナー公式訪問」 

に向けた大変重要な時間であります。また、これ 

からのクラブ計画が、実際にいかにして実施され 

ていくのかを認識する良い機会であり、そして中 

クラブの良い所と、改善を要す所が確認・検討の 

できる良い機会でもあると思います。皆様には積 

極的な意見交換をお願いして、本日の会長の挨拶 

と致します。 

＜８月７日会長の時間（未掲載分）＞ 

 8月 25日に、提唱インターアクトクラブの光明 

学園相模原高等学校へ、大坪青少年奉仕委員長、 

豊岡地区インターアクト委員と共に訪問し、顧問 

の金子先生、新しく長谷川先生とお話して、今期 

の奉仕活動である「セラピー犬活動」につきまし 

て、共同での開催をお願いして参りました。また、 

23日には（株）アニマルライフの鹿野さんを最住 

直前会長、大坪委員長と共に訪問し、今後の「セ 

ラピー犬活動」についてお話して参りました。 

今年度は 3回の開催を予定しており、まずは、 

第１回に向け、良いスタートを切るための打ち合 

わせが出来ました。 

 



 

 

     

 

●清水 寿人ガバナー補佐（相模原柴胡ＲＣ） 

①皆様、こんにちは。本日はガバナー公式訪問前 

 の補佐訪問でお邪魔させて頂きます。 

②貴クラブにおかれましては、柴胡 RCが子クラ 

 ブとして大変お世話になっております。今後と 

 も宜しくお願い致します。そして、3週間後の 

9 月 11 日の公式訪問も重ねてお願い致します。 

    ●早川会長、佐々木幹事 

    ①本日は清水ガバナー補佐、お越し頂きまして有 

難うございました。宜しくお願い致します。 

②本日お祝の冣住会員と池之上会員、おめでとう

ございます。 

③張さん、ようこそいらっしゃいました！ 

●池之上 和哉会員 

妻の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

今日は私の誕生日なのですが・・。 

●甲斐 美利会員 

 過日は誕生日を祝って頂き、ありがとうござい 

ました。もうすぐ、後期高齢者の仲間入りです。 

●冣住 悦子会員 

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。

②夏休みにＮＹに行ったので、財団奨学生の山本 

さんの受入れクラブであるハーレムロータリ 

ークラブの例会に参加してきました。 

●金沢 邦光会員 

清水ＡＧ、ようこそ！あと 10か月ちょっとで 

すね（笑） 頑張って下さい！ 

●中里 和男会員 

 清水ガバナー補佐、ご苦労様です。 

●櫻内 康裕会員 

①ガバナー公式訪問 3週間前にあたり、清水ガバ 

ナー補佐ようこそ。宜しくお願いします。 

②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①清水ＡＧ、ありがとうございます！！ 

②池之上さん、冣住さん、お祝おめでとうござい 

ます。 

 

 

 

 

 

●藤原 利夫会員 

①清水ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

本日、よろしくお願い致します。 

②ご夫人誕生日祝、入会記念日祝を受けられる皆 

 様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①清水ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②池之上会員のご夫人誕生日祝、冣住会員の入会 

記念日祝、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

①暑中お見舞い申し上げます。 

②ご夫人誕生日の池之上会員、入会記念日の冣住 

会員、おめでとうございます。 

③清水ガバナー補佐、本日はご苦労様です。 

●小野 孝会員 

①清水ガバナー補佐、ご指導の程よろしく。 

②ご夫人誕生日祝の池之上さん、また入会記念日 

祝の冣住さん、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の池之上会員、冣住会員、おめでとう 

ございます。 

②清水ガバナー補佐、本日宜しくお願い致します。 

●阿部 毅会員 

①清水ＡＧ、本日のお役目ご苦労様です。宜しく 

お願致します。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③横江会員、甲子園あと一息でしたね?!  

●藤本 恵介会員 

①ご夫人誕生日の池之上会員、入会記念日の冣住 

会員、おめでとうございます。 

②久し振りの出席ですが途中退席させて頂きます。 

       本日のスマイル額  ２４，０００円 

           今年度の累計額  １６１，０００円 

 



 

     

                            （概要にて掲載） 

    ○ロータリーの友８月号紹介 

     公共イメージ委員長     池之上 和哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

横書 7ページ～「会員増強」の特集記事となっ 

ています。その中で、アメリカ・ミネソタ州のＲ 

Ｃが入会促進と会員維持のために作成した「10か 

条」と、更に他のロータリークラブの 5つの提案 

が紹介されています。ぜひ参考にして下さい。 

 16ページ～は、女性ロータリアンの重要性が掲 

載されています。世界の女性会員の比率が約 20％ 

であるのに対し、日本は約 6.6%ですが、女性会員 

の多い地区として、当地区は日本で 3番目で 251 

名（2018 年 4月末現在）だそうで、比率が高いの 

に驚きました。 

 24ページ～「全国ロータリークラブ野球大会」 

の特集記事があります。何とロータリーでは甲子 

園で野球大会を行っているそうです。 

1982年の第 1回大会から、今年で 35 回目を迎 

えました。現在まで、延べ 300以上のチームが参 

加しているそうで、我がクラブも野球チームを結 

成したら、強いのではないかと思いますが・・。 

 

○韓国・龍仁ＲＣ40 周年式典について 

     国際奉仕委員長       阿部  毅 

     韓国・龍仁ＲＣとは 35年程のお付き合いにな 

    りますが、先日「40 周年記念式典」のご案内が届

きました。日時は 10 月 4 日（木）17 時より、場

所は龍仁市内の Yangji Pine Resortにて。 

     日程が迫っておりますので、早めに手続きを取

りたいと思います。日程的には 2泊 3日（10月 

    4日～6日か、または 10 月 3日～5日）を予定し 

    ています。↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手続きが遅くなるほど、チケット代も高くなり 

ますので、参加予定のある方はパスポートのコピ 

ーを早めに提出頂きたく、宜しくお願い致します。 

 

○ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて 

 青少年奉仕委員        大塚 正浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8月 19日に地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの会合に豊岡 

地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員と共に出席してきました。 

今回は関係委員会の親睦を深めるため、逗子開 

成高校でのバーベキューに参加し、当日はインタ 

ーアクトのほかに顧問教諭やローターアクト、学 

友会の方々も参加していました。学生達と楽しく 

ゲームなどもして、奉仕活動をする学生達と接し、 

新鮮で大変貴重な体験ができました。 

 

ロータリーミニ情報：衛星（サテライト）クラブ 

 既存のロータリークラブのサブクラブとして、オンラ 

インで運営していく次世代のロータリークラブ。いわば 

「クラブの中のクラブ」で、衛星クラブの会員はスポン 

サークラブの会員でもあるが、スポンサークラブとは別 

に例会を開き、通常のクラブ細則に従って運営されな 

ければならない。（一部、要約にて） 

 



 
 

   

報告事項 

①「地区大会」出席のお願い 

     本年度地区大会は、10 月 13 日に会長幹事会、

地区指導者セミナー及び RI 会長代理歓迎晩餐

会を行い、14日に本会議と大懇親会を開催致し

ます。14日には多くのご出席をお願い致します。 

     日時：10月 14 日（日）12:30～点鐘・本会議  

17:15～大懇親会 

     場所：茅ヶ崎市民文化会館 

（茅ヶ崎駅北口より徒歩８分位） 

    ＊地区大会パンフレットは次回お配りしますが、

あらかじめご予定をお願い致します。 

 

※次週２８日例会は、25日千曲川ＲＣ合同例会（花火

大会）に振替えにより、ありません。 

※下記３つの回覧をしますので、お間違いのないよう 

出欠席をご記入下さい。 

1)千曲川ＲＣとの合同例会「相模原花火大会」  

     ８月２５日（土）１８：００点鐘 １９：００～花火開始 

       場所：「割烹 三代（みよ）」 会費：５，０００円 

       マイクロバスを利用者は、１６：３０発相模原駅（三菱 

ＵＦＪ銀行辺り） １６：４０頃 市民会館前 

2)新会員歓迎会（会員有志による） 

      日時：９月５日（水）１８：３０より 

場所： 「敦煌酒楼」 会費：５，０００円 

3)相模原東 RC との合同ゴルフコンペ（会員有志） 

     日時：９月２３日（水） 集合時間（未定） 

場所：「津久井湖ゴルフクラブ」 会費５，０００円 

 

例会プログラム 

８月２８日→２５日移動例会「千曲川 RC との 

 合同例会・花火大会」18 時～「割烹 三代」 

９月 ４日クラブフォーラム「奉仕活動について」 

            担当：阿部奉仕プロジェクト委員長 

 

●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 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご夫人誕生日祝 

・池之上 和哉ご夫人 8 月 5 日 

○入会記念日祝 

・㝡住 悦子会員  

2009 年 8 月 4 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  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 山之内 洋会員 

ゲ ス ト 清水 寿人ガバナー補佐 

            （相模原柴胡 RC） 

      張 珣さん（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 30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(7/24) 
５名 ８６．４９％ ８５．２９％ 


