
第 1731 回例会 

6 月 18 日 №46 

●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－江成会長＞               

      実施計画ですが、セラピー犬との福祉施設訪 

問を 2回予定していましたが、1回となりまし 

た。会員増強の目標 5名は、残念ながら年度末 

に 2名が退会になります。親睦については年末 

家族例会に多くのご参加を頂きました。 

 また姉妹クラブとの友好親善は、千曲川 RC 

との 8月のバーベキュー合同例会や、今年 5月 

に韓国・龍仁 RC との再締結式がありました。 

提唱インターアクトクラブは、担当の加賀会員 

に良くやって頂きました。 

＜幹事－黛幹事＞ 

 幹事職は大変だと聞いておりましたが、実際 

のところは事務局にお任せした感じでした。幹 

事としては楽しくできるようにと努めました。 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           （以下、概要にて掲載） 
 また親睦やＳＡＡを始め、各委員会の方々に 

良くやって頂きました。 

＜クラブ管理運営委員会－阿部委員長＞ 

 例会親睦はいろいろな担当がありますが、10 
名で各役割を分担して、スムーズな活動ができ 
ました。楽しい例会ができ、出席率も常に高く、 
スマイルも予算額をオーバーしました。来週の 
一泊例会で、当委員会の活動も締めとなります。 
一年間のご協力、有難うございました。 
＜会員組織委員会－最住委員長＞ 

 今年度の目標達成はできませんでしたが、次 
年度は増強の副委員長として、委員長を助けて 
いきたいと思います。この増強活動はなかなか 
直ぐに結果が出ないので、2～3 年かけて、じっ 
くりと引き継いでいきたいと思います。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 江成 利夫  幹 事 黛  裕治 

 
 

＜奉仕プロジェクト委員会－西島委員長＞ 

 日韓親善会議の参加は見送りとなりましたが、 

今年 1月に世界平和フォーラム・ホノルルへ参加、 

3 月に台湾・台中文心 RC表敬訪問、GSE 来日チー 

ムの受入れ、5月に韓国・龍仁 RC 再締結式などが 

あり、今月末にはリスボン国際大会に神田会員が 

参加されます。いろいろな行事がありましたが、 

参加して無事に帰って来れたのが、何よりだった 

と思います。 

＜Ｒ財団・米山記念奨学会委員会－荻原委員長＞ 

 当委員会の活動は、まず皆様に寄付をお願いす 

るということでした。「未来の夢計画」の理解に 

ついては判りづらい内容もあり、次年度へ引き継 

いでお願いしたいと思います。 

＜クラブ広報・雑誌委員会－老沼委員長＞ 

 地域への広報（PR）は今後も続けて貰いたいと 

思います。また会員の方々には、常にＲバッジを 

着けて、広告塔としてお願い致します。 

    ＜ＳＡＡ―竹田会場監督＞ 

     例会場の変更があったりで、設営準備も大変で 

    したが、親睦委員会を始め皆様にお手伝い頂いて 

無事に終了できました。 

＜会計－永保委員長＞ 

一般会計は、かなり減額となり厳しい状況です 

    が、奉仕会計はスマイルが目標額以上となり、こ 

    ちらは余裕ができました。会員が増強できれば、 

一般会計も楽になりますので、次年度はよろしく 

お願いします。 

 

             

    「ジャータカ物語－おばあちゃんの黒牛」より 

     インド・バラナシ 

    地方の昔々のお話で 

    す。おばあさんが、 

    お金が無く困ってい 

    た商人を自分の家に 

    泊めてあげたところ、 

    商人はお礼にと、連 

れていた子牛を置い 

ていきました。おば 

あさんは、その子牛を我が子のように可愛がり、 

 

 

 

大事に育て、いつしか村では「おばあちゃんの黒 

子牛」と呼ばれるようになりました。 

 大きく育った、その牛は“おばあちゃんは生活 

が苦しいのに、我が子のように育ててくれた。何 

とかして、おばあちゃんの力になりたい”と思う 

ようになりました。 

 ある日、若い商人が500台の荷車を牛に引かせ 

村の近くまでやってきましたが、川の氾濫で沼地 

になっていた道を、どの牛も1台の荷車も引いて 

渡ることができず、立ち往生していました。 

 困った、どうしたものかと辺りを見渡した商人 

は、大きな黒牛を見つけました。おばあちゃんの 

黒牛でした。若い商人は、この黒牛に荷車の綱を 

縛り付けましたが、黒牛は全く動こうとしません。 

 実は黒牛は心の中で、“お金を稼いで、おばあ 

ちゃんに楽をさせたい。賃金の話がつくまで動か 

ないぞ”と思っていました。すると、若い商人は 

何となく、そのことに気づき「1台荷車を渡した 

ら2金、全て渡したら千金払おう」と言ったので、 

黒牛はやっとの思いで1台、また1台・・気の遠く 

なる程の荷車を何とか全て渡すことができました。 

渡し終えた黒牛の目は血走り、体はキシキシと 

音を立てていました。しかし、若い商人は牛にお 

金の価値は判るまいと半分のお金しか入れず、気 

づいた黒牛は怒って、先頭の荷車の道を塞いでし 

まいました。若い商人は、黒牛をどかそうとしま 

すが、ビクともしません。 

 この牛はお金が足りないことを判っているので 

はと気づいた商人はお金の入った包みを、また黒 

牛の首につけてやると、黒牛は道を空け、最後の 

力を振り絞い、おばあさんの家に向いました。 

ふらふらになって帰ってきた黒牛を見たおばあ 

さんは、首にぶら下がっている包みを見つけ、こ 

んな大金をどうやってと不思議に思いましたが、 

牛飼いたちの話で、働いて得たお金だと知り、黒 

牛の気持ちが嬉しくて、黒牛を労い、美味しい物 

をたらふく食べさせてあげました。 

 「ありがとう」と素直に言い合えなくなってい 

る昨今、動物でも感謝の思いを伝えます。周りの 

人や物のお陰で生かされている自分に気づき、そ 

れらのものに、素直に感謝の気持ちを伝えられる 

ようになりたいものです。（紙面上、一部要約にて掲載） 

 



               
      

 
 
    ●江成会長、黛幹事 

①6 月結婚記念日と入会記念日お祝の皆様、おめ 
 でとうございます。 
②那須さん、ようこそ！楽しんでいって下さい。 
③江成会長年度の最後のクラブ協議会です。宜し 
 くお願い致します。 
●老沼 秀夫会員 
 入会記念日のお祝を戴き、有難うございました。 
 23 年目になりました。 
●小野 孝会員 
①入会記念日を祝って戴き、有難うございます。 
②結婚記念日祝の櫻内さん、おめでとうございます。 
●川合 貞義会員 
 ロータリー歴は約 40 年になり、健康で皆出席 

させて貰っています。これからも頑張りますの 
で、可愛がって下さい。宜しくお願いします。 

    ●櫻内 康裕会員 
①結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 
②那須さん、入会おめでとうございます?! 
 お待ちしていました。 
●佐々木 敏尚会員 

    ①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 
    ②先日は、私の入会記念日祝と妻の誕生日祝を戴 
     きまして、有難うございました。 
    ③本日、仕事のため早退させて頂きます。 

●神田 達治会員 
①入会お祝の川合・小野・老沼・江成さん、結婚 
 記念日祝の櫻内さん、おめでとうございます。 
②6 月 23 日麻布大学での奉仕事業、ご苦労様です。 

    ③7 月 2 日新年度初例会は、ゾーンセミナー出席 
のため、参加できません。 

●丸子 勝基会員、佐々木 裕会員 
①6 月お祝の皆様、おめでとうございます。 
②那須さん、ようこそ。入会を心待ちにしていま 

す。一緒にロータリーを楽しみましょう。 
●瀬戸 裕昭会員 
①櫻内会員、結婚記念日おめでとうございます。 

     ご子息は、すくすく育っているようで何よりで 
す。次は・・？ 

②入会記念日の皆様、おめでとうございます。 
 

 
 

●竹田 繁会員、田所 毅会員、横溝 志華会員 
①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
②那須さん、来て頂いて有難うございます。 
●最住 悦子会員 
 入会記念日祝、結婚記念日祝の皆様、おめでと 
 うございます。 
●西島 満会員 
①結婚記念日祝、櫻内会員おめでとうございます。 
②入会記念日祝の川合会員、小野会員、老沼会員 
 江成会員、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①本年度の実質的な例会は本日が最終となります。 
一年間、親睦委員会へのご協力に感謝致します。 

②結婚記念日と入会記念日をお迎えの方々、おめ 
でとうございます。 

今年度のスマイル累計額 ９９７，５２０円 

   

○山中 四郎会員 

 昭和63年4月に入会した 

のですが、鯉のぼり事業 

で写真を撮ることになり、 

最初からロータリーが楽 

しみで、また卓話は大変 

貴重な体験で、自分を高 

めることができました。 

 体調がすぐれず、体が思うようにならなくなり、 

今年度にて退会しますが、25年3カ月間、皆出席 

でき、自分で自分を褒めたいと思っております。 

皆様にお礼とご健康を祈念致します。（概要にて） 

○松本 壽一会員 

 1年前に北RCから移籍 

し、皆様に温かく迎えて 

頂き、充実した活動がで 

きたことを感謝しており 

ます。8年前にサラリー 

マンから起業した会社で、 

ここにきて、いろいろな 

問題がおき、社員に対し 

初心に戻ると決意し、ロータリーを続けたい気持 

ちを抑え、会社に専念することとなりました。 

1年間良い思い出を有難うございました。(概要にて） 

 

    
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度会員増強・会員維持セミナーのご案内 

     当初、違う日程で予定しておりましたが、会場 

の都合により、変更となりました。次年度会長、 

次年度会員増強委員長には、連休中ではござい 

ますが、ご出席を宜しくお願い致します。 

日時：7月 14 日（日）14:00～17:00 場所：藤 

沢産業センター 締切：7月 1日 

②規定審議会決定報告書及び立法案反対表明書式の件 

     報告書が完成しましたので、送付致します。（別 

紙回覧）異議申し立ては、「立法案反対表明書 

式」に記入の上、8月 23日必着にてＲＩ審議会 

業務部まで提出下さい。 

 

例会プログラム 

６月２５日年度最終例会・一泊例会 

      18:30点鐘 箱根「南風荘」 

    ７月 ２日新年度第１回例会「新年度のご挨拶」 

       瀬戸会長、豊岡幹事 

      定例理事役員会 

    ９日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

       担当：会長、各委員長 

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「我らの生業」 

ソングリーダー  西島 満会員  

ゲ ス ト  那須 隆仁氏（例会見学者）        

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・櫻内 康裕会員   ６月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義会員 １９７７年６月１７日 

・小野  孝会員 １９７７年６月１７日 

・老沼 秀夫会員 １９９１年６月１８日 

・江成 利夫会員 ２００７年６月 ５日 

＜お祝ショートスピーチ     櫻内会員＞ 

 今年が 19 回目の結婚記念日だと思います。来 

年は 20 年目ということで、何かプレゼントをし 

なくてはと思っておりますが・・ （概要にて） 

＜お祝ショートスピーチ     小野会員＞ 

 36 回目の入会記念日です。健康であることと、 

皆さんからパワーを貰っていることで長く続け 

ることができます。これからも迷惑をかけない 

ように頑張りたいと思います。  （概要にて） 

 

●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 ２４名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８９．６６％  １００％ 


