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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２７８０地区ガバナー 

今年度ガバナーを務めております脇です。昨 

     日の地区大会親睦ゴルフコンペには、当クラブ 

から 5名のご参加を頂き、有難うございました。 

朝方は曇り空で、終わる頃には雨になりました 

が、熱中症になる方もいなくて、良かったです。 

また中 RC には光明学園インターアクトクラ

ブを提唱頂いており、私も前年度の年次大会に

出席しまして大変良い大会でした。そして今年

度は地区へ 4名の方に出向頂き、感謝致します。 

では、ガバナーとして卓話をさせて頂きます。 

今年 1月 14～21日まで、ガバナーになるため 

の研修を米国・サンディエゴ国際協議会で受け 

ました。主に RI テーマの説明と活動について 

勉強し、各クラブの皆様にお伝えする研修です。 

 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （概要にて掲載） 

脇 洋一郎（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

世界から 539名のガバナーが、パートナーと 

一緒に参加しますが、女性ガバナーが 110名で 

した。5人に 1人が女性で、20％の比率です。 

ですが、日本からは 34名のガバナーの内、女 

性ガバナーは服部陽子さん（東京広尾 RC）1名 

だけで、比率的にはわずか 3％、世界の 1/7で、 

まだまだ少ないのが現状です。 

 その時のエピソードで、エレベーターでイン 

ド人ご夫婦と一緒になり、私がポリオ撲滅でイ 

ンドを訪問した話をご主人に英語で話かけたと 

ころ、いきなり奥様が前に出て話をされました。 

ガバナーは奥様で、ご主人はパートナーとして 

同行してきただけだと理解しましたが、ついつ 

い、ガバナーは男性だと思いがちです。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



  
 

研修第 1 日目に、今年度 RI テーマ“インスピ

レーションになろう”との発表がありました。 

RI会長のバリー・ラシン氏はバハマ諸島の方な 

ので、テーマ旗は真ん中に波が描かれ、テーマ 

カラーはオーシャンブルーです。またビジョン 

声明も発表され「持続可能な変化、終りのない 

変化を続けていこう」というものです。 
ロータリーの世界の会員数は、この 20年で約 

120 万人で変わっていませんが、先進国の会員数 

は減少し、開発途上国のインド、アフリカ、中南 

米などが増加しています。つまり、援助を求める 

国々の会員が増えて、援助する国々の会員数が減 

ってきて、RIでも危機感を持っています。 

また最近までの RI テーマは、人道的・平和的

なものが多かったのですが、前年度あたりから、

自身で考えて、変化を起こすことをテーマに掲げ

ています。“インスピレーションになろう”とは

変化を起こそうという意味もあり、各クラブでも

新しい発想で変化をさせて下さい。 

     その変化の１つとして、ロータリーは約 30年 

前から偉大なインスピレーションをしています。 

「ポリオ撲滅」は 1985年に活動を始めてから、 

33 年経ちました。当時、世界では年間で約 35 万

人あったポリオ発症者が、昨年は 27 人でした。

今年も既に 11人発症しているので、0人になるこ

とはないが、0人に近づける努力をしています。 

     当時は、ロータリーが単独が撲滅活動を始め、 

他団体からの支援はなく、発症者が減少するにつ

れ、WHO などの各保健機構も参加しました。これ

はロータリーの偉大な功績です。 

当時、一番発症者が多かったのがインドで約 22

万人でした。インドではポリオ発生を抑えるため、

今も 5歳以下の子供に接種し続けていますが、そ

の対象者は約 1億 7500万人です。 

当地区でも 2013 年から毎年、インドへワクチ

ン投与のため派遣を実施しており、私も 2回同行

しましたが、接種にくる子供の 2/3 は裸足です。 

道路も悪く、生活環境も最悪ですが、ワクチン接

種が終わってホテルへ戻ると、そこには着飾った

現地の人々がいて、天と地ほどの差がありました。 

インドの首都デリーにある大病院も、必ず訪問

しています。ポリオ発症患者には治療やリハビリ 

 

 

 

をしてくれますが、病院に来れるのはほんの一握 

りの運が良い人で、家族の付き添いがなければ、 

麻痺した体で 1人では来れませんし、治療も受け 

られません。 

インドにあるデリーサウス RCに行きましたが、 

このクラブの事務局のビルは B1～3Fまであり、自 

前で保育園を運営しています。B1にミシンがあり 

職業訓練ができます。1Ｆには 3つの診療所（歯科、 

内科など）、2Fには美容院とエステの職業訓練、 

3Ｆには旧式の破棄寸前のパソコンがあって、若い 

人達が利用します。これは全て会員の寄付で賄わ 

れていて、日本のロータリークラブとはかなり活 

動方法が違います。 

 ポリオ撲滅の資金は、ロータリーが集めた寄付 

額に対して、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が 2倍 

の額を支援してくれます。こうした活動はロータ 

リーの友にも掲載されていますが、やはり関心が 

ないと読まれません。 

尚、パキスタン、ナイジェリア、アフガニスタ 

ンにもポリオが発症していますが、紛争による武 

装地帯も多く、ワクチンの接種ができない状況で、 

なかなか終わらない難しい問題があります。 

 

では次に地区方針の 6項目をお話させて頂きます。 

①奉仕の実践 

 今年度の地区補助金は約 1,000 万円で 23クラ 

ブの申請があり、当地区の全クラブ数で試算し 

ても 3年に 1度は活用できるので、ぜひ奉仕活 

動に役立てて下さい。 

②RI戦略計画の推進 

③会員増強・会員維持 

 中 RCは、ぜひ 40名の会員数を目指して下さい。 

④財団、ポリオ、米山への寄付のお願い 

⑤ロータリー賞へのチャレンジ 

⑥マイロータリーの登録率向上 

当地区では、マイロータリー推進委員会を設置 

しました。国際ロータリーのホームページから 

ログインするためには、会員 IDが必要でアカ 

ウントを作成して下さい。役立つ情報がいろい 

ろ掲載されています。特に新会員の方に登録を 

勧めて下さい。当地区の普及率は約 30％で、他 

 地区よりはかなり高い水準です。 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先月のガバナー補佐訪問では、大変お世話にな

りました。昨日の地区大会親睦ゴルフコンペでは、 

    クラブ対抗戦もあり、参加者が４名以上あるクラ

ブを対象に 25組あり、中 RCは見事 25位でした！ 

    因みに、私の所属する柴胡 RCは 22位です。中 RC 

    の方々はちょっと調子が悪かったようです・・。 

     では、脇ガバナーの紹介については先月の補佐 

    訪問でビデオメッセージを見て頂いたので、省略 

    させて頂きます。来月 14日には地区大会があり 

    ますので、また皆様とお会いしたいと思います。 

     （概要にて掲載） 

 

（要約にて掲載） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    清水ＡＧ：では最初に、中 RCより事前にご質問 

頂いた４項目について、お答え致します。 

〇地区危機管理委員会の役割について 

清水ＡＧ：私も危機管理委員長を務めましたが、 

この委員会が活発に動くのは、良くないことなの 

で、私も年度に出席したのは 2回だけでした。主 

にハラスメントなどの問題を解決するための委

員会ですが、日本の 34地区の中で設けていない 

 

 

 

地区もあり、委員会を設けていること自体が素晴 

らしいことだと思います。 

脇Ｇ：ハスメントや災害が起きた場合の危機管理 

規定については、外部有識者を中心に作成中です。 

資料を作成しましたら、各クラブにも送ります。 

 

〇第５グループ 13 番目の新クラブについて 

脇Ｇ：既に相模原西 RCがスポンサークラブとな 

り、正式に RIへ申請済みです。10～11月頃に認 

証されるではないかと思います。その場合、ガバ 

ナー補佐を二人体制にするのかどうかは、当年度 

のガバナーが決定します。私の年度では清水ガバ 

ナー補佐に担当して頂きますが、次年度について 

は杉岡ガバナーエレクトの判断になるので、私か 

らはお答えできません。 

清水ＡＧ：新クラブは、たまたま女性だけのクラ 

ブで創立しますが、男性を入会させないという訳 

ではありません。詳細はまたお知らせしますが、 

ぜひメイクにも行ってみて下さい。 

 

〇クラブの多様性と柔軟性について 

脇Ｇ：上手く行っている例として思い浮かぶのは 

鎌倉中央 RCで、出席率も悪く、増強もできない 

ので、例会を月 2回の夜間にしました。ベテラン 

会員とは少し揉めたようですが、年会費も下げて 

ハードルが低くなり、ガバナー訪問した時は奉仕 

活動も積極的にやっていていました。 

 大人数のクラブでは、平均して例会を 1回位は 

少なくしているクラブが多いようです。私の所属 

クラブは何も変更なしで月 4回実施しているので、 

返って新鮮に感じています。 

 

〇地区役員や委員長、委員の推薦方法について 

脇Ｇ：この質問は各クラブから良く出ますが、基 

本はクラブは自治権があり、役員は 1年交代制、 

個人奉仕です。地区がクラブに対して口出しはし 

ないが、15年前に採用された地区リーダーシップ 

プランの規定により、地区役員や委員長はクラブ 

を通さず、直接指名できることになりました。 

 以前、各グループでは分区代理ということで互 

選で選出していましたが、今はガバナー補佐制度 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

となり、ガバナーエレクトが指名できます。旧体

制で運営している地区もありますが、年功序列式

で選出される場合が多いので、ネットもマイロー

タリーもできない方が選出される場合もあるよ

うです。できる限り、各クラブの事情もあると思

いますので、配慮するようにしています。 

 

（要約にて） 

金沢会員：地区役員や委員に指名された場合、当 

クラブでは基本的に理事会で承認を頂いているが、

クラブに何も伝えずに受けてしまうこともあるので、特

に次年度会長・幹事は委員会組織の構成を検討す

る上で支障が出る場合もあり、必ず事前に伝えるよう

にして頂きたい。 

阿部会員：アジア各地の米山学友会は活発な活動を

しており、台湾では米山学友を中心とした RC も創立

されている。当クラブも友好クラブの韓国・龍仁 RC や

台湾・台中文心 RC を訪問時には通訳などでお世話

になっている。地区として、各地の米山学友会に対し

て、何かサポートが必要かと思いますが。 

脇Ｇ：今年の地区大会では米山学友であり、台北東

海RCの徐氏と、財団学友であり、AMDA理事長の鈴

木氏の 2 人に記念講演を依頼したが、どちらも当地

区が育てた学友です。地区では各クラブに、特に学

友会総会などへの呼び掛けはしていないが、今後も

各地の学友とは交流を深めていきたいと思います。 

丸子会員：各クラブにメイクすると、いろいろな形で運

営しています。何か他クラブの素敵なプログラムなど

あれば、ご紹介下さい。 

脇Ｇ：最近は、E クラブ系のメイク方法が多くなってき

ているようです。私の所属クラブでも、ホームページ

に 15 分アクセスすれば、メイクになります。また例会

は全て録画して、アップしているので、週報は発行し

ていません。 

 

 

     本日はガバナー公式訪問にあたり、脇ガバナー、

清水ガバナー補佐にお越し頂いております。後程 

ガバナーの卓話、そして懇談会にてガバナーには

お話して頂きます。ガバナー補佐の訪問時にも申

し上げましたが、本日は本番であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの計画が実際にいかにして実施されて 

いくのか認識する良い機会であります。そして、 

中クラブの良い所と改善を要すところが確認・検 

討の出来る良い機会でもあり、皆様には積極的な 

意見交換を、ぜひ宜しくお願い致します。 

さて台風 21号が猛威を振るい、再び災害をも 

たらし悲しんでいた 6日明け方 3時 8分頃に「北 

海道地震」が起きました。最新の報道では最大震 

度 7、死者は 42名にも上り、未だ全容は分からな 

い甚大な被害となっております。 

もう日本の何処でも大地震が起きる可能性が高 

く、いつ起きても不思議では無い状態だそうです。 

東日本地震を経験した身内から、せめて懐中電灯 

とガラスの上を歩ける靴底のしっかりした靴を、 

枕元に準備しておきなさいと顔を合わせるたびに 

言われています。ぜひ、ぬかり無く備えをして頂 

ければと思います。 

 また 9月 11日は「警察相談の日」だそうです。 

警察への相談番号「＃9110」から、警視庁が 1999 

年に制定。そしてアメリカでは「愛国者の日」で 

あります。全世界の人々は映画のような光景をテ 

レビで映し出され、テロの恐ろしさを実感し、同 

時にこの世からテロ根絶の決意を固めた日です。 

説明は不要かと思いますが、2001年のこの日、 

ＮＹの貿易センタービル、ワシントン DC国防総 

省（ペンタゴン）にハイジャックの旅客機（4機） 

を激突させ、19人のテロリストが 266人の乗客と 

自爆した大変ショッキングな「アメリカ同時多発 

テロ」が発生。貿易センタービルの崩壊により、 

3000人以上の犠牲者を出した「9月 11日」は、 

悲しい日でもあります。 （一部要約にて掲載） 

 



 

     

 

 

●脇 洋一郎ガバナー（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

     本日の公式訪問、宜しくお願いします。皆様と 

お会いすることを楽しみにしてまいりました。 

●清水 寿人ガバナー補佐（相模原柴胡ＲＣ） 

     皆様、こんにちは。先月の補佐訪問では大変お 

     世話になりました。本日のガバナー公式訪問も 

     よろしくお願い致します。 

●早川会長、佐々木幹事 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日はお越し 

頂きまして有難うございます。どうぞ宜しくお 

願い致します。 

②本日、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござ 

     います。 

●藤本 恵介会員 

    ①妻の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

    ②米山奨学生の張さん、いらっしゃい！ 

    ③脇ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 

●金沢 邦光会員 

脇ガバナー、清水ガバナー補佐、ようこそいら

っしゃいました。あと 10か月を切りました！ 

頑張って下さい。 

●瀬戸 裕昭会員 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、ようこそお越 

し下さいました。本日は宜しくお願い致します。 

②家内の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

    ●丸子 勝基会員 

    ①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、ようこそ。 

ご指導宜しくお願いします。 

②家内の誕生日を祝って頂き、ありがとうござい

ます。お蔭様で、お互い健康に過ごしています。 

●永保 固紀会員 

 脇ガバナーをお迎えして。 

●田所 毅会員 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日はようこ 

そお越し頂きました。宜しくお願い致します。 

②本日お祝いの皆様、おめでとうございます。 

●老沼 秀夫会員 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、ようこそ。 

宜しくご指導お願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

●甲斐 美利会員 

脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日はよろし 

くお願いします。 

●阿部 毅会員 

①脇ガバナー、本日は当クラブへの訪問ありがと 

うございます。ガバナーの本年度方針の卓話を 

楽しみにしています。 

②ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日はようこ 

そいらっしゃいました。宜しくお願い致します。 

②本日お祝いの皆様、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

 脇ガバナーようこそ！宜しくお願いします。 

●横溝 志華会員、冣住 悦子会員 

脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日楽しみに 

していました。宜しくお願い致します。 

●田後隆二会員、伊倉正光会員、竹田繁会員 

①脇ガバナー、清水ガバナー補佐、本日はご苦労 

です。 

②ご夫人誕生日祝の会員皆様おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

①脇ガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

本日はよろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

●川合 貞義会員 

脇ガバナー、清水ガバナー補佐、ようこそ。 

本日は宜しくお願いします。 

●中里 和男会員 

①脇ガバナーの公式訪問を祝して。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①脇ガバナーをお迎えして。 

②ご夫人誕生日祝の藤本さん、丸子さん、瀬戸さ 

ん、金沢さん、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①ガバナー公式訪問に脇ガバナー、清水ガバナー 

補佐、ようこそ。宜しくお願い致します。 

②地区コンペでは、飛び賞を戴きました。 

今年度のスマイル累計額 ２１５，０００円 

 



 
                                     

   

報告事項 

①ミャンマーの国際奉仕に関する卓話について 

     当地区では、数年前よりミャンマーのマイクロ

クレジット活動をしておりますが、実際に現地

でお世話頂いているＡＭＤＡ社会開発機構の

江橋氏が一時帰国され、その報告で各クラブに

卓話に伺いたいとの申し出がありました。下記

期間にて希望されるクラブはご連絡下さい。 

     卓話希望日：９月２０日～１０月４日の期間 

②地区資金会計報告書の件（2017 年 7 月～2018

年 6 月） 

     手続要覧に従い、地区財務の監査報告書をお送

りしますので、ご確認下さい。（※監査報告書

は回覧にて） 

③2019～20 年度青少年交換学生の募集について 

     各クラブに、募集確認事項をお送り致しますの

で、応募の際には宜しくお願い致します。 

     （※資料は回覧にて） 

 

例会プログラム 

９月１８日ゲスト卓話 相模原警察署 

  ２５日卓話  川合 貞義会員 

   １０月 ２日卓話  山之内 洋会員 

         定例理事役員会 

     ※３～５日 韓国・龍仁 RC40 周年式典訪問 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・藤本 恵介ご夫人 ９月 1 日 

・丸子 勝基ご夫人 ９月 1 日 

・瀬戸 裕昭ご夫人 ９月１５日 

・金沢 邦光ご夫人 9 月 19 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 河野 崇会員 

ゲスト   脇 洋一郎第 2780 地区ガバナー 

             （茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

      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） 

ビジター  野口 恭夫君（相模原ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

●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 ３２名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/25) 
４名 ８９．１９％ ８４．３８％ 


