
第 1725 回例会 

5 月 7 日 №40 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 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 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

     

＜会長部門－瀬戸 裕昭＞ 

4 月 21 日(日)に開催された地区協の報告を致 
します。当日は小雨交じりの曇り空で、冬物の 
コートが必要なぐらい寒い日でした。相模原南 
RC がホストクラブで執り行われ、一言で言え 
ば、大変シンプルな地区協だったと思います。 
菅原ガバナーの点鐘で始まり、「開会宣言」、 

「物故者報告」、「歓迎の言葉」、「現年度役員紹 
介」と進み、後に次年度役員紹介もありました 
が、双方共、少々盛り上がりに欠ける紹介だっ 
たように思えました。 
通例ですと、一人づつ名前を読み上げ、手を 

挙げ、振り向いて返事でしたが、今回はプロジ 
ェクターで、舞台中央に役員の顔が映し出され、 
 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           （概要にて掲載） 

ただ「○○委員会の皆様です」とだけ紹介して、 
我々は字幕を読む(見る？)だけで、ご本人の起 
立もなく、スライドを眺めるだけの沈黙の時間 
が流れていて、確かに時間の節約にはなったよ 
うですが、シンプル過ぎるのではと感じました。 
研修リーダー報告では、「会員増強」、「人道 

的奉仕の支援の強化」、「公共イメージと認知度 
の向上」、「指導者育成」を掲げられていました。 
この 4 項目を各クラブで実践すれば、必ず活性 
化できると力強く仰られてました。 
次に菅原ガバナーより本年度活動報告があり、 

冒頭、会員増強に関しても、期首は 63 クラブ、 
会員 2184 名。今年 3 月時点では会員 2242 名 
(＋58 名)と報告され、その後、活動内容の報告 
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がありましたが、時間の関係で割愛となりました。

(ご本人は半分位しか報告できず、残念がられてい

ました) 
次に相澤ガバナーエレクトの挨拶があり、国際 

会議参加の感想やロン･バートンRI会長の印象等 
を述べられましたが、この辺は PETS と同じ内容 
にも聞こえました。 
午後は部門別協議となり、会長部門はリーダー 

に菅原ガバナー、相澤ガバナーエレクトなどが担 
当され、約 2 時間半ミッチリ勉強して来ましたが、 
ほぼ PETS と内容が同じで「増強」、「親睦」、「未 
来の夢計画」関係を話され、特に「女性会員の増 
強」とその有用性をレクチャーされていました。 

   
 ＜幹事部門－豊岡 淳＞ 

 率直に考えて、幹事はクラブ全体を把握しなく 
てはいけない。また大事なのは“事務局”だと思 
いました。あとは会員増強に終始していましたが、 
他クラブでは年会費など、いろいろなアイデアを 
試みていました。 
当クラブでも最近は実績が出ていないので、思 

    い切った方法で、柔軟にトライする必要を感じて 
    います。また長期的な視点からも、増強はみてい 

かなくてはならないと思います。 
 

＜クラブ奉仕部門－菊地会員＞ 

 神崎パストガバナーの基調スピーチでは、クラ 
ブ奉仕とはクラブで友人を作って、友情に溢れた 
ロータリークラブが出来ることにあり、フレンド 
シップ・オーガナイズ（組織的友情）がロータリ 
ーの基本であるとのことでした。 
 2013年度規定審議会が4/21～/26日までシカゴ 
で開催され、当地区からは松宮 RI 理事と山地パ 
ストガバナーが出席され、6 日間で 199 件の立法 
案が審議されました。現在の 2010 年度手続要覧 
も 3 年に 1 度変更されますので、最新版の 2013 
年度版は今年秋頃に発行予定です。 

     特に今回は「ロータリーの綱領」が「ロータリ 
    ーの目的」と変更されました。英語表記はそのま 
    まですが、日本語訳が変わりました。次年度から 
    はお気をつけ下さい。 
     次に高木サブリーダーより、クラブ活性化の話 
     

 
 
があり、その中で「休会員」の扱いについて、理 
事会が承認できる条件と納得できる理由であれば 
最大 12 ケ月の出席免除をしましょう。地区とし 
ては、最低限のルールを守り、クラブ細則の変更 
を事前に行い実施するのであればとの回答でした。 
 
＜国際奉仕部門－早川 正彦＞ 

 当日の部門会議では 5～6 人のグループに分か 
れて、1 人のコーディネーターが入り、ディスカ 
ッション形式で行われ、各クラブより国際奉仕活 
動の事例発表をしました。 
 海外の姉妹クラブや友好クラブをどのように維 
持していくかも問題提起されていて、やはり言葉 
を話せる方がいないと疎遠になるとのことでした 
が、例えば、米山奨学生には優秀な人も多いので 
通訳などをしてもらって、本人もそういった役割 
を喜んでいるとのことでした。 
 また、ほとんどのクラブが会員数や予算の関係 
で国際奉仕はなかなか出来ないということで、当 
クラブはフィリピンやタイでの活動が活発だと評 
価して頂きました。 
自分達でプロジェクトを探してやるのが大変な 

場合は、国際ロータリーのホームページにも支援 
を要請しているプロジェクトが掲載されているそ 
うですが、全て英文表記です。 
 地区では単年度で終了する事業よりは、3 万㌦ 
以上の継続的な事業が理想だということでした。 
ただ、物やお金だけ送り、現地で公平に分配がで 
きないなど有難迷惑の奉仕活動はどうなのかとい 
う意意もあり、最近はプロジェクトも減ってきて、 
規模も小さくなってきているということでした。 
 

＜社会奉仕部門－西島 満＞ 

 社会奉仕では地区方針として、未来の夢計画で、 
新地区補助金を申請して、補助金を貰えることに 
なりましたが、私は少し違和感を感じていました。 
それは補助金セミナーに参加しても、上手く申請 
書を書いて提出することや、上手く使って下さい 
というような形式上の説明や方法の指導でした。 
 そのことを質問されている方もいましたので、 
私ももっと内容を勉強して、地区のセミナーなど 
でも発表や報告ができればと思っております。 
 



               
      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「米山記念館訪問と鯉のぼり事業」 

4月23日は移動例会で静岡の米山梅吉記念館に 

行ってきました。職員の女性・市川さんに館内を 

案内して頂き、例会を行い、その後、柿田川湧水 

公園や三島大社へ行き、帰りに御殿場地ビール園 

に立寄り、相模原に帰着しました。 

次に 5/5 日子供の日に、奉仕活動の一環として、 

    鯉のぼり会場で、子供達に風船を配りました。 

    当日お手伝い頂いた方は、加賀・田所・松本・田 

    後・黛各会員と私、また横溝会員は娘さんとその 

    友達も参加して頂き、計 9名でした。わずか 1時 

    間足らずで、当クラブ名入りの風船 500 個は配り 

    終えました。ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  尚、鯉のぼりについての豆知識ですが、 

    ・ワイヤーの長さ 約 1本 250ｍ×5本 

    ・ワイヤーの太さ 13ｍｍ 

    ・一番大きい鯉のぼり 体長 15ｍ 

    ・鯉のぼり数   約 1,200 匹 

    実行委員会とボランティア 200 人で吊っています。 

     

 

 

 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 
 久し振りに伺いました。江成会長、皆さん、宜 
 しくお願い致します。また、グリーン RC 会員 
 の李さんのお店をご利用頂き有難うございます。 
●江成会長、黛幹事 
①新例会場での第 1 回目、いかがでしょうか?! 
②会員誕生日祝の老沼さん、おめでとうございます。 
③本日「地区協議会の報告」ご出席された皆様、 
 宜しくお願い致します。 
●老沼 秀夫会員 
会員誕生日祝いを戴き、有難うございます。 

●神田 達治会員 
先月、入会記念日祝を有難うございます。昨夜 
は菖蒲湯に浸かりました。若返ったかな?! 

●永保 固紀会員 
 “泳げ鯉のぼり相模川”第 26 回が無事に終りま 
した。皆様のご協力に感謝致します。 

●小野  孝会員 
 老沼さん、誕生日祝おめでとうございます。 
 いつまでも若さを保ち、頑張って下さい。 
●金沢 邦光会員 
 ＧＷ中、ギックリ腰でずっと寝ていました。 
天気が良くて、クヤシー

．．．．
思いでした。 

●西島 満会員 
 会員誕生日祝の老沼さん、おめでとうございま 
 す。暖かくなったので、釣りもお願いします。 
●菊地 啓之会員 
 老沼会員、誕生日祝おめでとうございます。 
●豊岡 淳会員 
今日は早めに会社を出ましたので、市民会館に 

 行ってしまっても間に合いました。余裕って、 
 大事ですね！  
●瀬戸 裕昭会員 
①本日お祝いの老沼会員、おめでとうございます。 
②4/21 地区協ご出席の皆さん、ご苦労様でした。 
 地区協後の懇親会の残金をスマイル致します。 
 楽しいひと時を有難うございました。 
●横溝 志華会員、竹田 繁会員 
 老沼会員、誕生日おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①本日は天気も良く、気持ち良く歩いてきました。 
②老沼さん、お誕生日祝おめでとうございます。 

  
 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①インターアクト現年度・次年度役員研修のご案内 

     インターアクトは新年度を迎え、第１回地区委 

員会及び役員研修会を開催致します。尚、提唱 

クラブにはアンケートの提出を 5月 10日まで 

にお願い致します。 

     日時：5月 18 日（土）13 時～ 場所：第一相 

澤ビル 締切：5月 10日 

②ロータリー平和センター・セミナー、平和フェ 

ローの修了を祝う会のご案内 

     日時：6月 8日（土）10:30～ 場所：国際基督 

教大学 登録料：第 3部のみ 4,000 円  

２．国際ロータリー日本支局よりロータリーレー 

ト変更のお知らせ。5 月より １ドル＝98 円 

 

  ＜理事会報告＞ 

    ①6/8日相模原東RC30周年記念式典 登録者の件。 

     出席者の最終確認。登録料 1 万円は会員負担。 

    ②市少年野球夏季大会（中 RC旗争奪）支援の件。 

     開会式：6月 2日（日）新世代予算より 5万円 

     を承認。（トロフィー、協賛広告、ボール代含） 

  ③韓国・龍仁 RC 締結式の件 

   全氏に感謝盾寄贈（12,600 円）、龍仁 RCへお土 

産代として 1万円承認。国際奉仕予算にて負担。 

  ④セラピー犬事業“わたげの会”経費の件。 

   6 月 23 日（日）10時～ 麻布大学にて。社会 

奉仕予算より経費 5万円を承認。 

 

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 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

＜５月のお祝・会員誕生日祝＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老沼 秀夫会員 

 ５月２７日 

＜お祝ショートスピーチ    老沼 秀夫＞ 

今月で 70才になります。先月 4月に 35回目 

で人生最後の献血をしました。その時に職員の 

方が次回の説明をされたので、今回が最後だと 

伝えますと、「お若いですねぇ！」と言われまし 

た。これからも年齢を聞かれたら、63才だと言 

っておきます！       （概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

５月１４日「新米山奨学生の紹介とご挨拶」 

     担当：カウンセラー 横溝会員 

        米山奨学生  王 爽さん 

  ２１日卓話 佐々木 敏尚会員     

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会  横溝 志華 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 「四つのテスト」 

ソングリーダー  田後 隆二会員  

ビジター     中村 昌治君（相グリーン） 

        李  爽君（   〃  ） 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   阿部  毅 

副委員長  櫻内 康裕 

委 員  甲斐美利、菊地啓之、豊岡 淳、早川正彦 

佐々木敏尚、田後隆二、伊倉正光、松本壽一 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象22名） 事前メイク者 

３１名 ２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

５名 ８１．４８％ １００％ 


