
第 1970 回例会 

９月４日 №８ 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

奉仕プロジェクト委員長      阿部 毅 

お手元に資料をお配りしておりますが、2 枚

目の「四つのテスト」、「ロータリーの目的」は

活動計画書の最初のページにも掲載されてお

りますので、ぜひご確認下さい。奉仕活動全般

のまとめが述べられています。（読み上げ省略）

では 1 ページ目の資料から進めさせて頂きます。

〇奉仕活動の捉え方 
      ロータリークラブは「奉仕に始まり、奉仕に

終わる」と言われている通り、活動の根幹は“奉

仕活動”にあります。「世界で良い事をしよ

う！」と創設者ポール・ハリスは唱え続け、多

くのロータリアンの共感を得て、今日の発展を

実現してきました。「よく奉仕するもの、より

報われる」という語録もある通り、地域社会の 
 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕・青少年奉仕委員長   大坪 征弘 

中でできる貢献事業を会員各自で学び、育んで 
いく活動であることが理解できます。 

ロータリーソングにも掲げられている通り、 
「奉仕の理想」を目標に活動の指針として頂け 
れば幸いです。 
〇職業奉仕 

 このテーマを言葉でまとめるのは至難の業で 
すが、より簡略に理解する一助として、ロータ 
リーソング「四つのテスト」に集約されている 
と思います。経営者・事業者として倫理観（ｺﾝ 
ﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）と使命感（ﾐｯｼｮﾝ）を正しく認識し実 
現していくことが基本となるでしょうか？ 
 更に深く学びたい方は昨年度、地区職業奉仕 
委員会で独自に発行された「わかりやすい職業 
 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



 
 

奉仕」または「ロータリーの 2018 年 1 月号」 
に当地区の松宮パストガバナー（茅ヶ崎湘南 RC）

の掲載論文「職業奉仕について考える」の記事を

ご参照下さい。 
〇国際奉仕 

 私たちクラブの呼称の前に「国際ロータリー

（RI）」があることを今一度、認識して下さい。

財団の全ての働きが世界で開花し、人的な交流を

通して、RC の目的が実現されております。 
 当クラブにおいても、韓国・龍仁 RC や台湾・

台中文心 RC との友好クラブ締結により、今後も

国際奉仕の視野に立って、共同事業を実施しなが

ら、相互交流を深めていくことを皆さんと共に考

えていきましょう。 
また長年に亘り、伝統的に海外の友好クラブを

継続・保有しているのは、当クラブの誇らしい特

徴の一つだと言えます。 
     本年度の活動予定は 10 月 4 日（木）「韓国・龍

仁 RC 創立 40 周年記念式典」への出席と、下期

の活動の中に台中文心 RC との相互訪問を起案・

提示して、検討を進めているところです。会員の

職場訪問などを社会・青少年奉仕を通じて、友好

クラブとしての目的を達成できればと考えてお

ります。 
     以上の活動を通して、当クラブは幸いにも国際

交流に親しみやすい環境にありますので、これら

活動計画に前向きに参加して頂き、直接の交流を

通じ、国際交流に触れて頂きたいと思います。 
    〇社会奉仕 

     社会奉仕は、ロータリアンの一人一人が“超我

の奉仕”を実証する機会です。地域に住む人々の

生活の質を高め、公共のために奉仕することは全

てのロータリアン個人にとっても、またロータリ

ークラブにとっても献身に値することであり、社

会的責務であります。（国際ロータリー第 2650 地

区発行マニュアル「わかりやすいロータリー」か

らの抜粋） 
     このような視点に立って、当クラブも長年に亘

り、地域市民のために「泳げ鯉のぼり相模川」へ

の支援を継続すると共に、今年度は財団地区補助

金を得て「セラピー犬」による障碍児及び介護老

人ホームへの慰問を計画しております。 
 

 
あ 
昭和 63 年から開催されている「泳げ鯉のぼり 

相模川」は相模原市の年中行事として市民に馴染 
まれており、「相模川の自然、子供の成長、人と 
人とのコミニュケーション、更には相模川を共有 
する全ての人々による新たな文化の創造に寄与す 
る」ことが目的とされております。 
 また「セラピー犬慰問活動」は今年度は 3 回を 
予定しており、第 1 回目は今年度中に介護老人ホ 
ームへの慰問を光明学園インターアクトクラブと 
の共同事業で計画中です。 
〇青少年奉仕 

 青少年育成事業もロータリーとしては重要です。 
当クラブは光明学園をインターアクトクラブとし 
て長年の実績を続けており、今後とも新世代への 
関わりを深め、社会との関連作りのきっかけを体 
験してもらいたいと思います。 

また、この分野に前向きな活動を推進している 
友好クラブの台中文心 RC との情報交換と交流の 
機会も、今後検討できればと考えております。 
 恒例となりました「相模原市少年野球・相模原 
中 RC 杯ジュニア大会」への支援も地域の青少年 
健全育成として継続してまいります。 
 

＜意見交換・質疑応答など＞ （概要にて） 

阿部委員長：韓国・龍仁 RC40 周年式典は当初、 
3～4 名程度の参加を予定しておりましたが、現 
在 7 名となりました。来月 10 月 3～5 日の日程 
で行ってまいります。 
 ただ龍仁 RC とは言葉が通じず、なかなかコミ 
ュニケーションがとれない状況で、今回は韓国在 
住の米山学友に通訳を依頼しました。この方は韓 
国・米山学友会の会長もされた方で、いろいろな 
活動にも前向きです。 
 言葉の問題はとても重要だと考えています。台 
湾の台中文心 RC には 7～8 名の米山学友がいる 
ため、その点は良いかと思います。 
 龍仁 RC の現状は、会員数は 97～98 名位いま 
すが、日本語ができる方は誰もおりません。今ま 
で仲介して頂いた全培錫氏は現在、病気療養中で 
ありますが、連絡は取っております。ただ、クラ 
ブ内で若手会員とのジェネレーションギャップも 
あるようで、今回の 40 周年式典ご案内も龍仁 RC 
 



 

                  

会長からの正式なものではなく、全氏からの FAX 

によるものでした。 

川合会員より：龍仁 RC とは当クラブが創立 4 年 

目に締結しましたが、当初は 3 年間という約束で 

したので、3 年後の再締結には当クラブも迷いま 

した。しかし、龍仁 RC からは再締結が前提で来 

日され、再締結が承認されると、大変喜んで帰国 

されました。 

当クラブでも再締結については一時、問題なり

ましたが、海外のクラブと友好や姉妹クラブを締

結する場合は、どこでも言葉の問題は出てきます。 

    今まで、それをクリアーするために米山学友や知 

    人などに頼んだりして、乗り越えてきました。こ 

うして、いろいろな問題をクリアーすることも友 

好クラブの意義かと思っています。 

 また創立 5 周年事業の折には、龍仁市の国道沿 

いに大きなアーチ型の時計台を寄贈しました。そ 

の寄贈式では、現地の警察署も交通規制などをし 

て協力してくれ、大歓迎を受けました。個人的に 

は、そうした今までの良いイメージもあって、韓 

国に対する愛着もあります。 

 
㝡住会員より：光明学園インターアクトクラブと 

は、前年度のインター年次大会の開催により交流 

も深まったと思っていますが、顧問教諭より会員 

の職場見学をしたいという要望もありましたの

で、今後ご検討頂ければと思います。 

大坪委員長：先月、会長や豊岡会員と光明学園に 

ご挨拶に伺いましたが、同じような提案がありま

した。今年度はインターアクトとはセラピー犬事

業を通じての活動がありますが、職場見学の実現

に向けて検討し、今年度が無理な場合は次年度に

繋げていきたいと思います。 

 

阿部委員長：台湾・台中文心 RC とは、来年春頃 

に相互訪問を予定しております。また社会奉仕活 

動も今後、予定がいろいろとありますので、皆様 

にはご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、1970 回の例会を迎えました。来年の 4 

月には 2000 回目の例会を迎えます。我々らしい 

お祝いをしたく、これから十分に用意を行いたい 

と思います。皆様には、お声掛けをする事もあろ 

うかと思いますので、宜しくお願い致します。 

 本日 9月 4日は「クラシック音楽の日」だそう 

です。これは語呂合わせから、日本音楽マネージ 

ャー協会が 1990 年に制定したそうです。この日 

に因み、各地で無料のコンサートも開催されてい 

るようです。 

また、同じく語呂合わせから「くしの日」でも 

あるそうです。これは美容関係者が、くしを大切 

にすることと、美容に対する認識を高めるために 

1978年に制定されました。 

9月は私（印刷屋）にとっては大変大事な月な 

のです。「9月印刷の月」と制定しておりまして、 

今年は 9月 12日に式典を行います。因みにテー 

マは「印刷は社会に貢献していますか？」と題し 

ております。 

日本印刷産業連合会は印刷工業会、全印工連を 

筆頭に 10団体から成っておりまして、私は全日 

本シール印刷連合会より以前、出向しておりまし 

た。当時は胆管癌、地球温暖化対策の CO2の削減 

等の問題の山積みの頃でして、何しろ忙しく大変 

だったことを思い出します。以上、本日はプログ 

ラムの関係で短めにさせて頂きます。 

 

 



 

 

 

     

    ●早川会長、佐々木幹事 

    ①本日、会員誕生日祝の阪西会員、おめでとうご

ざいます！ 

②本日のクラブフォーラム、阿部奉仕プロジェク

ト委員長、よろしくお願い致します。 

●阪西 貴子会員 

①誕生日祝い、ありがとうございます。 

②クラブフォーラムの阿部奉仕プロジェクトい

員長、宜しくお願い致します。 

●阿部 毅会員 

①本日の奉仕プロジェクトのフォーラム、皆様の 

ご協力宜しくお願い致します。 

    ②阪西会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②阿部委員長、クラブフォーラムよろしくお願い 

します。 

●櫻内 康裕会員 

①誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②クラブフォーラム、阿部委員長よろしくお願い 

します。 

●藤本 恵介会員 

①今月、誕生日の阪西会員おめでとうございます。 

②阿部会員、クラブフォーラムお願い致します。 

●大井 達会員 

①阪西さん、お誕生日おめでとうございます。 

②阿部委員長、クラブフォーラムよろしくお願い 

します。 

③台風の被害が少ないことを祈るばかりです。 

●池之上 和哉会員 

①阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②阿部さん、クラブフォーラムよろしくお願いし 

ます。 

●伊倉 正光会員 

①阿部奉仕プロジェクト委員長、クラブフォーラ 

ムよろしくお願いします。 

②阪西会員、誕生日祝おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①阪西さん、お誕生日おめでとうございます。 

②阿部委員長、フォーラムよろしくお願いします。 

●瀬戸 裕昭会員 

①誕生日祝を受けられる阪西会員、おめでとうご 

ざいます。 

②本日のクラブフォーラム、阿部委員長よろしく 

お願いします。 

●小野 孝会員 

①会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②クラブフォーラム担当の阿部さん、よろしく。 

●横溝 志華会員 

 阪西会員、お誕生日おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

①クラブフォーラム担当の阿部委員長、よろしく 

お願いします。 

②会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

        本日のスマイル額  １７，０００円 

             今年度の累計額  １７８，０００円 

 

 

 

 

               （概要にて掲載） 

〇会員増強委員会        藤原委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先月からお願いしました当クラブの「良いとこ 

ろアンケート」の結果をまとめまして、配布して 

おります。これを基に公共イメージ委員会と共に↗ 

 



 

     

新会員用の資料を作成して、役立てたいと思いま 

す。ご協力ありがとうございました。 

〇親睦活動委員会        伊倉委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先月ご報告しました「新会員・大槻会員の歓迎

会」を明日５日（水）18:30～「敦煌」にて行い

ます。会員有志での参加ですが、現在までに 23

名の出席となっています。多くの皆様にご出席を

頂き、ありがとうございます。 

 

 

＜第１日目 １０月１３日（土）＞ 

「鎌倉パークホテル」にて 

〇会長幹事会             12:30～14:20 

    〇地区指導者育成セミナー 14:30～16:55 

      「奉仕の理念による実践経営」 

         パネルディスカッション 

    〇RI 会長代理歓迎晩餐会   17:30～19:30 

      RI 会長代理 齋藤 直美氏（豊田 RC） 

     （元 RI 理事 第 2760 地区ＰＧ） 

      アトラクション「文教大学太鼓部」 

 

＜第２日目 １０月１４日（日）＞ 

「茅ヶ崎市民文化会館」にて 

     〇新世代交流会      9:30～11:00 

    〇本会議         12:30～17:00 

       記念講演「人生の出会い」 

元米山奨学生 徐 重仁氏 

      記念講演「今日の生活と明日の希望の実現」 

         AMDA 社会開発機構 鈴木俊介氏 

      アトラクション「津軽三味線」阿部兄弟 

    〇大懇親会        17:15～18:30 

      「茅ヶ崎市総合体育館」にて 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

①９月１１日ガバナー公式訪問 スケジュールの件 

  １０：３０～１１：００ ガバナーとｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐打合せ 

 １１：００～１２：００ 会長幹事会（地区委員も出席） 

  １２：３０～１３：３０ 例会・ガバナー卓話 

  １３：３０～１４：３０頃 懇親会 

 ※懇親会時に、ケーキセットを用意する。 

②青少年交換学生 受入れ負担金依頼の件 

  １人２，０００円×７月１日現在会員数３６名 

  ７２，０００円を国際奉仕予算より支出承認。 

③杉岡ガバナーエレクトより、次年度地区副幹事の 

  選出依頼の件。 

  金沢会員を副幹事に選出、承認。 

④新会員 大坪会員の所属委員会の件。 

  親睦活動委員会とする。 

⑤９月１１日ガバナー公式訪問時の質問について 

 ・地区危機管理委員会の役割について 

 ・第５グループ内における１３番目の新クラブ設立の 

  状況について 

 ・クラブの柔軟性と多様性について 

 ・地区役員や委員長、委員の推薦方法について 

⑥１０月４日龍仁ＲＣ４０周年式典参加の件。 

  日程：１０月３～５日 参加予定者：早川会長、川合 

会員、㝡住会員、櫻内会員、阿部会員、藤原会員、 

横江会員の７名。 

お祝金３０万円（当クラブ４０周年時に龍仁ＲＣから 

祝儀預り分） クラブより国際奉仕予算より３万円を 

承認（通訳謝礼、龍仁ＲＣへの手土産など） 

⑦千曲川ＲＣとの合同例会取止めによる交流の件。 

  再度の合同例会は予定しないが、両クラブで参加 

  できる活動や行事等をご案内する。 

  来年４月の第２０００回記念例会にご招待の予定。 

  ※第２０００回記念例会の詳細（日時、会場など）は 

    会長、幹事、ＳＡＡ、親睦委員長に一任とする。 

⑧公共イメージ委員会より、新ホームページの件。 

  ・ホームページ用の独自ドメインの取得を承認。 

  ・ホームページに掲載する「会員情報」は氏名、職 

   業分類、会社名、会社ＨＰアドレスの４つを基本と 

する。→掲載の可否は、各会員に確認する。 

１０月にクラブフォーラムにて、ＨＰ内容の検討。 

１１月に会員用に新ホームページを公開 

１２月に一般公開を予定 

       



 
                               

   

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

ありません 

２．相模原南ＲＣより、青少年交換学生受入れに

伴うクラブ分担金のお願い 

     今年度の青少年交換学生 Annabelさんは相模 

原南 RCがホストクラブとして決まりました。 

 例年通り、12クラブにて均等に負担金の協力を 

お願い致します。 

     会員 1人当り 2,000円×7月 1日現在の会員数 

   振込期限：9月末日 

 

３．ロータリー日本財団より確定申告用領収書に 

ついて 

     平成 30年 1月 1～6月末日までの個人寄付につ 

いて、確定申告用領収書をお送り致します。尚、 

領収書の再発行はできませんので、確定申告時 

まで大切に保管下さい。 

     （※上記の期間に寄付された会員対象者には、 

事務局よりお渡し） 

 

※10 月 14 日（日）地区大会（移動例会）の出欠 

表を回覧しておりますので、本会議と懇親会の 

     出欠席を本日までにご記入お願い致します。 

 

例会プログラム 

９月１１日ガバナー公式訪問 

担当：脇ガバナー、清水ガバナー補佐 

     12:30～13:30 例会・ガバナー卓話 

     13:30～14:30 頃 懇談会 

  １８日ゲスト卓話 相模原警察署 

  ２５日卓話  川合 貞義会員 

 

 

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阪西 貴子会員 

    ９月１５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  諸隈 武 副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 河野 崇会員 

 

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、大槻  実 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 
３７名 ３１名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/21) 
４名 ８８．５７％ ９１．８９％ 


