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●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               

     2013-2014年度会長を務めさせて頂きます。名 

門クラブの会長という事で、かなり緊張してお 

りますが、経験をさせて頂ける事に感謝し、ご 

挨拶させて頂きます。 

     当クラブは今年 37年目を迎えました。創立時、 

会員は 33名でしたが、今年度は 29名でのスタ 

ートとなりました。近年、会員減少傾向ではあ 

りますが、30名割れで 37年前より少ない会員は 

かなり深刻な問題だと私なりに捉えております。 

 地区の増強目標は 10％純増ということで、活 

動計画書では純増 3名としておりますが、クラ 

ブ運営上では、35～36名が最低ラインとのこと 

で、１人でも多くの勧誘に努めたいと思います。 

一昨年前の豊岡増強委員長、昨年の最住増強委 

 

  

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀬戸 裕昭 

員長の協力で、かなり候補者はリストアップで 

きています。3年目の今年、甲斐増強委員長に 

より、入会まで漕ぎ着ければと考えています。 

会長、幹事も何度でも足を運び、説得に廻りま 

す。甲斐増強委員長、宜しくお願いします。 

 尚、増強活動は常時対応を取りますが、もう 

一つ重要なのが、今期が初年度にあたる「未来 

の夢計画」補助金プログラムへの参加です。 

当クラブは「新地区補助金」を申請し、2年 

間継続している「麻布大学研究室のセラピー犬」 

を相模原市健康福祉局のご協力を頂き、介護施 

設慰問の奉仕活動を予定しております。市内の 

施設へ 2～3回(9月、11月、翌年 5月を予定)、 

また先日 6/23日の支援級在籍児親の会「わたげ」 
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    からも「次回も宜しくお願いします。」と依頼が 

あり、1回はそちらへと考えております。詳細は 

後日ご報告しますので、活動時には奮ってのご参 

加を宜しくお願い致します。 

    そもそも補助金プログラムの申請は、会長就任 6 

ヶ月前からとなります。今回は新地区補助金の申 

請でしたが、グローバル補助金やパッケージ･グ 

ランドなど、高額で大規模な活動にも対応できる 

ようになっておりますが、その分、計画書や海外 

とのマッチング等、事前に綿密に進めなければな 

りません。 

他方、財団寄付も大きく影響してきます。3年 

後の活動申請のために今、ご理解やご協力をして 

頂かないと、充分な補助が見込めません。今年度 

も「補助金セミナー」が開催予定ですので、黛会 

長エレクトには、早めに構想を立てておいた方が 

良いかと思われます。今回は一番シンプルな「新 

地区補助金」の申請でしたが、なかなかタフな作 

業でした。 

 会員皆様にも引き続き、財団寄付 1人 200㌦以 

上をお願いします。今から 3年後の会長時に反映 

されます。シッカリした計画で、シッカリと財団 

に協力しているクラブに補助をする。この趣旨を 

ご理解頂き、合わせて米山記念奨学寄付金 1人 2 

万円以上もお願いします。今期は米山奨学生の王 

さんを受入れ、横溝会員には地区米山委員とカウ 

ンセラーとして奮闘されております。 

     継続事業では、まず 8/3 日(土)陽光園「夕涼み 

会」に光明学園 IAC にも協力頂き、風船配りを行 

います。8/7日（水）には姉妹クラブ・千曲川 RC 

との合同例会(バーベキュー)があり、多くの会員 

と家族の参加をお願いします。10/2 日には姉妹ク 

ラブ・龍仁 RC35周年記念式典があり、親睦を深 

める為に多くの会員の参加をお願いします。また 

    相模原市少年野球夏季大会は、先日 6/30日に決 

勝戦が行われ、閉会式に参加して参りました。次 

年度も支援していきたいと思います。 

     尚、継続事業で姉妹クラブの件は再度検討する 

必要があると思われます。龍仁 RCやフィリピン 

の RC、台湾の RCとの交流など。国内では千曲川 

RC とも基本的なところで《姉妹クラブ》と《友好 

クラブ》の捉え方を考える時期が来ているように 

 

 

 

思います。今期は従来通りにて計画しましたが、 

この案件はじっくり時間をかけ、皆様の意見を聞 

いて、丁寧に対処して行きたいと思います。 

 例会は特に問題も無く、ここ 1～2年出席率も 

90％を維持し、楽しい例会の表れだと思います。 

ついては職業奉仕に注目し、例えば 3分間スピー 

チ形式で会社の PRをして頂こうと考えておりま 

す。実際の仕事や業種を、改めて自己紹介をして 

頂き、お互いの有益に繋がればと会場監督の丸子 

会員と打合せしております。クラブ内でもっと活 

発に知り合う事、ビジネス色をもう少し出すのが 

大切だと考え、更なる親睦や会員増強に繋がれば 

と試案的に実行したいと思います。 

「お願い」や「依頼」ばかりで具体性に欠けてお 

りますが、私自身も正直、手探り状態で、まず現 

況を一つ一つ把握し、少しづつ改善できればと思 

います。今期の理事役員も新旧交えた強力かつ柔 

軟性に富んだ方々に恵まれ、心強く感じており、 

この難局を何としても走破したいと思う次第です。 

私なりにこの一年駆け抜けてまいりますので、皆 

様のご支援・ご指導・ご協力をお願い致します。 

（紙面上、一部要約にて掲載） 

 

＜幹事挨拶＞      幹事 豊岡 淳 

 幹事とは会長の女房役だと良く言われますが、 

その女房がおりませんので、具体的な役割が今ひ 

とつなのですが・・。 

 2年程前から、瀬戸会長より幹事にと言われ、 

仕方がないかなぁという思いでしたが、研修を受 

けたり、会長幹事会に出席して、“中 RCの幹事で 

す”と紹介するようになり、少しづつ幹事として 

自覚をしてきました。 

 先輩からも、ロータリーを楽しもうと言われま 

したので、会長のサポートができればと思います 

が、会長は今年度が始まる半年ぐらい前から、い 

ろいろと準備をされていて大変だと思いました。 

 会長と共に、今年度は楽しかったなと思っても 

らえるように努めていきたいと思います。 

一年が過ぎてみなければ、結果は判りませんが、 

ロータリーの友情に免じて、一年間宜しくお願い 

致します。          （概要にて掲載） 

  



 

      

          

     

2 年前に金沢会長の下、幹事を務めさせて頂き、 

自動的に副会長になったのが、つい最近の事のよ 

うに思えます。 

私も金澤会員と同じく、入会 7 年目にしての会 

長です。「こんな私で良いのだろうか？」と幾度 

となく悩みましたが、やはり「ロータリーに NO 

はない。」と言う教えや、諸先輩方の軽～い励ま 

し(大丈夫、大丈夫、いける、いける)も頂き、本 

人は結構、呑気者なので、その気になってしまい、

お受けする事となった次第です。 

     専ら、若手会員の間では指折り数え、自分の順 

番を確認することが多くなったのも、2 年位前か 

らだったと思います。そんな中、私の指の中には 

「豊岡会員」がエントリーされていました。↗ 
 

        ＜郭 錦堂氏よりご挨拶＞ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

      会長・幹事、会員皆様、こんにちは。元米山 

奨学生として、約 30 年前は大変お世話になり 

ました。また、本日は新年度の第 1回例会に出 

席させて頂き、有難うございます。 

私の所属する台湾の台中文心 RC も創立 7年 

     目に入り、会員数も 63名になりました。 

  今回は東北の石巻や被災地へ行って、アスベ 

 ストなどのサンプルを取るために来日し、今月 

 末には台湾に帰ります。その後、今年はしばら 

く日本に来れないかと思いますが、宜しくお願 

い致します。        （概要にて掲載） 

 

 

 

 

以前より「幹事終了後、1 年間の間隔をあけて、 

会長になる」という方程式は、若手会員の間では 

かなり浸透しておりまして、意外にも二言返事で 

ご本人より OK を頂きました。 

私が 2006 年入会、豊岡幹事が 2008 年入会と 

両名を足しても 12 年、出席免除規定にも程遠く、 

ちょうど金澤年度の時と同じキャリアでした。 

しかし同じところはそれだけで、他はかなり違 

います。昭和 40 年生まれ、お気楽コンビの O 型 

の 2 人、この先どうなる事やら・・って感じです。 

とにかく良くも悪くも、この 2 人で舵取りをし 

て参ります。知識も術(すべ)も持ち合わせており 

ません。ただ、あるのは若さだけ。やりながら覚 

えていくしかありません。こんな会長、幹事です 

が一生懸命務めて参ります。宜しくお願いします。 

（一部要約にて掲載） 

 

 ＜理事会報告＞ 
 ①今年度委員会活動計画書及び名誉会員２名を 

  （伊藤茂氏、鹿島直麿氏）承認。 

 ②規定審議会立法案 反対書式提出の件。 

  8/23日 RIに必着。提出しないこととする。 

 ③前年度一泊例会 収支報告の件。 

  収入：会員会費 計 333,000円 

  支出：南風荘支払い 計 524,955円 

  差引 191,955円はクラブ負担（前年度例会費 

にて負担）を承認。 

 ④前年度奉仕事業セラピー犬経費の件 

  予算（前年度計上分）50,000円 

  決算（麻布大学経費 54,500円＋わたげ経費 

     7,682円）計 62,182円 

  差引 12,182円は今年度社会奉仕にて負担。 

 ⑤千曲川 RC合同例会・バーベキューの件 

  8/6（火）→7日（水）に移動例会とする。 

  会員会費 5,000円、家族会費 3,000円とし、 

  バスについては、参加人数により検討する。 

 ⑥ポリオ寄付 1人当り 40ドル依頼の件。 

  会員の自発的寄付とし、奉仕プロジェクト 

委員会にて声掛けする。 

 



 
 

 

 

●郭 錦堂君（台中文心ＲＣ） 

 今年度の初例会に参加させて頂き、有難うござ  

 います。今年度も宜しくお願い致します。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

 2013～14 年度が始まりました。一年間、ロー 

 タリーを楽しみながら、頑張っていこうと思い 

ます。宜しくお願いします。 

●永保 固紀会員 

①江成年度の理事役員の皆様、ご苦労様でした。 

 本年度理事役員の皆様、宜しくお願いします。 

②古希のお祝、ありがとうございます。 

●小野 孝会員 

①今年度もよろしく！ 

②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●丸子 勝基会員 

①瀬戸会長、豊岡幹事の船出を祝います。一年間、 

 宜しくお願いします。 

②初めての会場監督、一年間宜しくお願いします。 

②永保会員の古希祝と、小野会員の誕生日をお祝 

 致します。いつまでも健康にご留意とご活躍を。 

●川合 貞義会員 

     新年度に入り、瀬戸会長、豊岡幹事、一年間英 

     知を発揮して下さい。楽しく奉仕するのが一番 

     です。体に充分気をつけて、努めて下さい。 

    ●江成 利夫会員 

    ①一年間お世話になり、有難うございました。 

     また記念品を戴き、有難うございました。 

    ②瀬戸会長、豊岡幹事一年間宜しくお願いします。 

    ●菊地 啓之会員（クラブ管理運営委員長） 

     楽しいクラブ例会にしていきたいと思います。 

     一年間、宜しくお願い致します。 

    ●金沢 邦光会員 

     瀬戸会長、豊岡幹事、一年間頑張って下さい。 

     若い二人ですから、元気にいきましょう！ 

    ●甲斐 美利会員 

①瀬戸会長、豊岡幹事一年間宜しくお願いします。 

②本年度、会員増強委員長の大役を仰せつかりま 

     した。皆さん、ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

●黛 裕治会員 

①小野さん、誕生日おめでとうございます。 

②永保先生、古希祝大変おめでとうございます。 

③瀬戸会長、豊岡幹事、前の座り心地は如何ですか。 

●竹田繁会員、伊倉正光会員、横溝志華会員 

①瀬戸会長、豊岡幹事ご苦労様です。 

②会員の皆様、一年間宜しくお願いします。 

●西島 満会員 

①新年度です。瀬戸会長、豊岡幹事、頑張って下 

さい。 

②台湾文心 RC の郭さん、ようこそ。３月は大変 

 お世話になりました。 

●阿部 毅会員 

①瀬戸年度のスタート、肩の力を抜いて、皆で楽 

 しめる例会にしていきましょう！ 

②小野会員の誕生日を祝します。元気で、また友 

 好クラブの訪問、ご一緒しましょう！ 

●佐々木裕会員、松尾秋夫会員、田所毅会員、老沼秀夫会員 

①瀬戸会長、豊岡幹事、理事役員の皆さん、体に 

気をつけて一年間、頑張って下さい。 

②小野さん、誕生日祝おめでとうございます。 

③永保さん、古希おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員、早川 正彦会員 

①新会長・幹事、いよいよ新年度がスタートです 

 ね。宜しくお願いします。 

②前会長・幹事、お疲れ様でした。 

●最住 悦子会員 

 お誕生日祝の小野さん、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①永保さん、古希おめでとうございます！ 

②小野さん、お誕生日おめでとうございます！ 

③本年度も宜しくお願い致します！ 

●田後 隆二会員 

①今年度も宜しくお願いします。小野さんの誕生 

 日お祝、永保さんの古希お祝、おめでとうござ 

 います。 

②私は少し、ヒマになりました・・。 

●神田 達治会員 

瀬戸年度の船出を祝して。財団ゾーンセミナー 

 出席のため、本日欠席します。 



               

    ＜直前会長・幹事にクラブより記念品贈呈＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 江成直前会長、黛直前幹事 

   一年間、大役お疲れ様でした！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ○皆出席者名（敬称略） 

 ・神田 達治      ・阿部  毅 

 ・川合 貞義      ・櫻内 康裕 

 ・菊地 啓之      ・荻原 利彦 

 ・丸子 勝基      ・西島  満 

 ・金沢 邦光      ・早川 正彦 

 ・瀬戸 裕昭      ・横溝 志華 

 ・黛  裕治      ・伊倉 正光 

 ・江成 利夫         計１５名 
  おめでとうございます。 

    今年度も頑張って 

 ください！ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2013 年 6 月 30 日（日） 

       「相模台公園グランド」にて 

  優 勝 大野台野球部（大野中） 

  準優勝 山王少年野球部（大野北） 

  第 3 位 榎町少年野球部（大野北） 

  第 4 位 宮上ファイターズ（橋本） 

 



 
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区財団セミナーのご案内 

     財団セミナーを開催致しますが、ご持参頂きた

い式次第と資料をダウンロード下さい。また奉 

     仕プロジェクト委員長及び財団委員長が欠席

の場合は、代理者のご手配をお願い致します。 

日時：7月 20日（土）13:00～17:00 場所：藤 

沢産業センター8Ｆ 返信締切：7/8日 

持参資料：①補助金ハンドブック 1,3（地区ウ 

ェブサイトよりダウンロード）②ロータリーの 

目的と RI戦略計画の理念（抜粋） 

②地区社会奉仕セミナー開催のご案内 

 防災などを考えるに際し、有益なお話が聞ける 

と存じますので、各クラブより会長、幹事、社 

会奉仕委員長、奉仕プロジェクト委員長の内、 

１名のご出席をお願い致します。 

     日時：7月 24日（水）15:00～17:00場所：第 

一相澤ビル 基調講演：神奈川県安全防災局危 

機管理部災害対策課 金井課長 締切：7/17日 

③「会員増強及び拡大月間」（８月）卓話の件 

     卓話ご希望のクラブには、地区委員がお伺い致 

しますので、7月 5日までにご返信下さい。 

２．永保固紀会員が 6 月 30 日に古希を迎えられま 

したので、クラブ内規により記念品の贈呈。 

     

次週例会プログラム 

    ７月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   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー  最住 悦子会員  

ゲスト    郭 錦堂氏（台中文心ＲＣ） 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小野 孝会員     ７月３０日 

＜ショートスピーチ        小野会員＞ 

 毎年、新年度の第１週目にお祝して頂きます。 

お陰様で元気で出席でき、薬なども飲んでいませ 

ん。あと何年続けられるか判りませんが、皆さん 

の迷惑にならないよう、頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お祝スピーチ         永保会員＞ 

70才になりました。還暦は 2回目の「大還暦」 

（120才）があるそうですが、古希も 2回目はあ 

るのでしょうか?・・ お祝、有難うございます。 

 

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   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 22名） 事前メイク者 

２９名 ２６名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．４３％ ９３．１０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

