
第 1730 回例会 

6 月 11 日 №45 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

      この祭りは、平成 5年に「子供たちの想い出・ 

     ふるさとづくり」をテーマに、銀河連邦共和国・ 

     友好都市の秋田県能代市の協力を得て、スター 

     トしたものです。昨年に 20回目の節目を迎え 

     ましたので、本日、皆様に映像を中心に見て頂 

     きたいと思います。（以下、映像にて紹介） 

 現在は、地元の子供たちが手作りした可愛ら 

しい「小ねぶた」も登場し、光と音のファンタ 

ジーで相模原の秋の夜を彩ります。 

 また、ねぶたパレードのほか、鼓笛隊や吹奏 

楽、よさこい踊り、和太鼓の演奏なども行われ、 

祭りを盛り上げます。 

 特に、20 回目にあたる今回は、地元自治会、 

商店会、子供会、地元小・中学校など例年参加 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中里 和男（相模ねぶたカーニバル実行委員長） 

する団体に加え、招待団体である「青森ねぶた」 

「黒石よされ」がパレードに加わり、大盛況と 

なりました。 

 地元の手作りの「ねぶた」も、大変素晴らし 

い出来栄えで、子供たちに人気のキャラクター 

ねぶたなど総勢 15基が会場を盛り上げ、屋台村 

や特産品コーナーも盛況でした。 

○期 日  

前夜祭：平成 24 年 10 月 6 日（土） 

 本 祭：平成 24年 10 月 7 日（日）16 時～ 

○後 援 

 相模原市、市教育委員会、市観光協会、相模 

原商工会議所、能代市、銀河連邦サガミハラ 

共和国、銀河連邦ノシロ共和国ほか 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 江成 利夫  幹 事 黛  裕治 

 
 

    ○会場（本祭） 

     リバティ通り（市役所～アイワールド間の道路） 

    ○人 出 23 万人 

    ○内容（パレード３部構成） 

     第 1 部：式典、消防団ラッパ隊、鼓笛バンド隊、 

      吹奏楽部、小ねぶた４基ほか 

     第 2 部：小ねぶた８基、白馬太鼓ほか 

     第 3 部：ねぶた３基（武者絵、青森ねぶた、緋 

      村七夕）、龍王太鼓、三秀太鼓、市民はねと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備がとても 

大変で、竹で骨 

組みを作ります 

ので、津久井方 

面の山まで竹を 

採りに行ってき 

ます。 

     子供も大人も、 

8～9月頃から土 

日曜・祭日を利 

用して一生懸命 

制作しています。 

特に子供たちのねぶたは、アニメの人気キャラク 

ターが使ったものが多くあります。（概要にて掲載） 

        

 

 

会長の時間 

「ロータリーの理想と友愛」より（㋅4日分） 

 ロータリーの創始者ポール 

ハリスは1948年に自伝「ロー 

タリーへの私の道」を出版し、 

他に2冊の本を書いています。 

本日は1935年に書かれた、 

「ロータリーの理想と友愛」 

からお話します。 

 『ロータリーとその子供たち（いわゆる、他の 

奉仕クラブ）は、私達の選んだ範囲内の社会的進 

歩にだけ寄与するものとみなすことができます。 

私達は自らとその活動に対して適正な物の見方 

ができます。自己満足してはなりません。私達は 

逆境な時も、順境にある時も変わらず、平和にお 

いても、戦時に際しても敢然と事に立ち向かう覚 

悟がなくてはなりません。思考力を硬直化させて 

はなりません。私達はいつまでも成長して止むこ 

とはないでしょう。』 

 心底からロータリーに関心を抱く人々は、この 

ように信じているのです。世界は絶えず変化して 

います。そして、私達は世界と共に変化する心構 

えがなければなりません。ロータリー物語は何度 

も書き替えなければならないでしょう。 

 ロータリアンが身分の上下と貧富、人種、宗教、 
政党に関わりなく、皆の親善使節であり続けます 
ように、この心地良い小さな世界、私達の良く知 
っている最高の小世界の住人に寛容・慎み・正義・ 
親切・友好・友情を届けることができますように。 
 
「ロータリーへの私の道」より（㋅11日分） 

 どんなに頑丈に作られた家でも嵐、洪水、火事 
にはかないませんが、懐かしい家の面影は消える 
ものではなく、長い人生を振り返ってみると、あ 
る時には重要だと思ったことが、年を取ると重要 
でなくなったり、大したことはないと思ったこと 
が、後でとても重要だと気づくものもあります。 
ロータリーは、各国間の理解を促進するための 

努力として、ロータリーの初期の頃に試みて効果 
があったやり方と同じ方法＝相互に関心を持ちな 
がら仲良く付き合うという方法を強調しています。 
 



               
      

 ビジネスと親善交流の両方を通して、国同士が 
お互いに良く分かりあうようになれば良いのです。 
始めの内は、苛立たしく思える相手の奇妙な習慣 
も、結局は面白い習慣だということになって、そ 
のまま真似してみたりして、かえって生活を豊か 
にしてくれる場合も、しばしばあるのです。 
 ロータリーの中にあるもの、それは善行だけで 
はありません。善行というのは、その下に隠され 
た何物かが外に姿を現したに過ぎないのです。ロ 
－タリーのたくさんの善行の陰には、目に見えな 
い力が働いているのです。それは善意の力です。 
 この世界で最も強い力の中には、目に見えない 
ものもあります。呼吸する空気にせよ、目には見 
えませんが、私達の生命を支えてくれるのです。 

ロータリーのたくさんの善行の陰にも、目に見 
えない力が働いているのです。それは善意の力で 
あり、その善意の力によって、ロータリーは存在 
しているのです。  （紙面上、一部要約にて） 
 
 

 
    ●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

 久し振りにお世話になります。宜しくお願いし 
 ます。 
●江成会長、豊岡副幹事 
①㋅のご夫人誕生日祝の川合さん、佐々木さん、 
 おめでとうございます。 
②本日卓話の中里さん、楽しみにしています。宜 
 しくお願い致します。 
●川合 貞義会員 
 ♪妻という名の宝物を持ってから約 50 年、お  
 互いに古くなったが、それなりに少しは夫婦ら 
 しくなったような気がします。お祝の品は心を 
 込めてお渡しします。これからも宜しくお願い 

します。 
●中里 和男会員 
①卓話の時間を頂き、有難うございます。 
②ご夫人誕生祝の川合さん、佐々木さん、おめで 
 とうございます。 
●竹田 繁会員、横溝 志華会員 
①本日、ご夫人誕生日の川合会員、佐々木会員、 

おめでとうございます。 
    ②中里会員、卓話を楽しみにしています。 

 
 

●加賀 治夫会員 
①忘れられないように、出席に来ました。 
②今月より、インターアクトは新年度に入りま 
 したので、藤沢に行く時が多くなりました。 
●小野孝会員、神田達治会員、佐々木裕会員 
①過ごしやすい日です。川合さん、佐々木さん、 
 奥様の誕生日祝、おめでとうございます。 
②中里さん、卓話よろしくお願いします。 
●丸子 勝基会員、金沢 邦光会員 
川合さん、佐々木さん、奥様の誕生日おめで 
とうございます。いつまでもラブラブで・・。 

●菊地 啓之会員 
①本日卓話の中里会員、宜しくお願いします。 
②ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
①ご夫人誕生日祝の川合さん、佐々木敏尚さん、 
 おめでとうございます。 
②中里さん、卓話楽しみです。 
③選挙、がんばってます!! 
●櫻内 康裕会員 
①ご夫人誕生日の川合会員、佐々木会員、おめ 
でとうございます。 

②卓話の中里会員、よろしくお願いします。 
●最住 悦子会員 
①今月、奥様のお誕生日祝の川合さん、佐々木 
 さん、おめでとうございます。 
②中里さん、卓話楽しみにしています。 
●阿部 毅君 
①本日の卓話、中里会員のお話楽しみです。 
②松岡さん、お久し振りです。旧友と親交を深 
 めていって下さい。 
③川合会員、佐々木（敏）会員、奥様の誕生日 
 をお祝い致します。 
●瀬戸 裕昭会員 
①本日卓話の中里会員、宜しくお願いします。 
 お祭りの話、楽しみです。 
②本日お祝を受けられる川合会員、佐々木会員、 
 おめでとうございます。 
●豊岡 淳会員 
①㋅ご夫人誕生日祝の川合さん、佐々木敏尚さ 
 ん、おめでとうございます。 
②本日卓話の中里さん、宜しくお願いします。 
 残念ながら、社業にて早退させて頂きます。 

    
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のご案内 

     次年度最初の事業として、昨年に続き片瀬海岸 

クリーンキャンペーンを行うことにしました。 

大勢の方のお手伝いを宜しくお願い致します。

清掃終了後、昼食はバーベキューを行います。 

日時：7月 6日（土）※雨天決行 11 時「片瀬 

江の島駅」集合 13 時～バーベキューと懇親会 

会費：3,000 円 返信締切：6月 21 日  

 

※奉仕活動「セラピー犬と“わたげの会”（支援 

級在籍児親の会）」出欠表を回覧にて。 

車利用の方は大学へ事前申請の為、回覧に車№ 

を記入下さい。AM10 時集合 「麻布大学講堂」 

※今年度最終例会「一泊例会」出欠表を回覧にて。 

 6 月 25 日（火）18:30～例会 19:00 頃～懇親 

会 21:00 頃～二次会（90 分） 

     場所：箱根湯本「南風荘」 会費：15,000 円 

 

      ＜米山奨学生 王爽さんより研究テーマ報告＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

例会プログラム 

    ６月１８日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」 

          担当：会長、各委員長 

      ２５日移動例会「一泊例会」 

         18:30～ 箱根湯本・南風荘 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義ご夫人 ６月７日 

・佐々木敏尚ご夫人 ６月９日 

＜お祝ショートスピーチ     川合会員＞ 

 結婚して、もう 50 年位に 

なるかと思います。今は、 

お互いに野放し状態ですが 

・・。しかし財布は家内が 

しっかり握っております。 

ほどほどに 50年が経って 

という感じで生活をしております。 （概要にて） 

 

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  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  田後 隆二会員  

ビジター   松岡 忠義君（相模原 RC） 

ゲスト    王 爽さん（米山奨学生） 

出席報告 

 

 

 

 

 

●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://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象22名） 事前メイク者 

３１名 ２５名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．４３％ ９６．５５％ 


