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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－瀬戸会長：先週の会長挨拶でもお話しし 

    ましたが、会員 29 名でのスタートなので、純増 

    ３名は必須だと思っています。前年度までの２ 

    年間で、候補者はリストアップできていますの 

で、今年度はアプローチの年とします。 

 次に地区補助金ですが、申請時期が早いので、 

会長エレクトにはプレッシャーですが、18か月 

間の活動として徐々にシフトして頂ければと思 

います。また今後の姉妹クラブの意義について 

も、皆様よりいろいろなご意見を伺って、慎重 

に進めたいと考えています。 

幹事－豊岡幹事：会長は外、幹事は内と良く言 

われるように、幹事として例会を充実させ、会 

員増強も併せて進めていきます。 

ＳＡＡ－丸子委員長：赤いジャケットを有効に 

 

   

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（概要にて掲載） 
使わせて頂き、活動計画書の方針と実施計画に 

沿って、進めていきます。 

会計－神田委員長：活動計画書の P11～12に予 

算書が掲載されていますが、本会計は財政的に 

は会員が 35名位でないと安定しません。奉仕 

会計はかなり活躍できる予算があります。スマ 

イルも前年度は大幅に目標額を超えましたので、 

今年度も期待しております。 

会計監査－櫻内委員長：全般的に厳正なる監査 

をしていきます。 

クラブ管理運営－菊地委員長：当委員会は 9名 

で一年間頑張ります。例会運営は特に変わりは 

ありませんが、今年度もスマイルの目標額アッ 

プや出席率 100％も数多く達成できるようにした 

いと思っています。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

    姉妹クラブ－江成委員長：千曲川 RCとの合同例 

    会は 8/7日に決定、韓国・龍仁 RC周年式典参加 

は 10/1～3日の予定となっています。台湾やフィ 

リピンとのクラブの件は今後、検討致します。 

会員増強－甲斐委員長：さっそく今月 14 日に地 

区増強セミナーがあり、幹事と 2名で出席してき 

ます。このような経済環境下でも、会員を増やし 

ているクラブもありますので、何とか純増 3名を 

目指したく、皆様からもアイデアや情報などお願 

い致します。 

    Ｒ情報－金沢副委員長：上期・下期に各 1回づつ 

情報集会を予定しています。会員増強だけでなく、 

今後の姉妹クラブのことなども、話し合っていき 

たいと思います。 

奉仕プロジェクト（国際奉仕・職業奉仕）－早川 

委員長：総勢 8名で担当します。現在は韓国・龍 

仁 RC訪問のことで精一杯で、無事に行ってこれ 

るように努めます。 

社会奉仕・新世代奉仕－西島委員長：活動的には、 

セラピー犬と“わたげの会”や、泳げ鯉のぼり事 

業、インターアクトなどがあります。市少年野球 

大会なども一度見学して頂ければ、その意義が良 

く判ると思います。 

Ｒ財団・米山奨学－横溝委員長：とにかく、ぜひ 

ご寄付をお願い致します。私も地区米山委員が 2 

年目で、奨学生と接する機会も多いので、できる 

限り情報などを発信していきます。 

米山奨学－佐々木委員：本日、正・副委員長が欠 

席ですが、活動計画書に添って進めていきます。 

広報・雑誌－田後委員長：まだ良くロータリーの 

内容が判っていないまま、委員長をお引き受けし 

ましたので、先輩方に教えてもらいながら活動し 

ていきます。メディアや HPなども活用していき 

たいと思います。 

指名－甲斐委員長：例年通り、規約に添って進め 

ていきます。 

細則・改正－瀬戸委員長：細則についても再度、 

勉強しながら対処していきます。 

瀬戸会長：私が方針と実施計画を作成したのは、 

もう数カ月前なのですが、今年度、この方針と実 

施計画がブレないように、一年間宜しくお願い致 

します。 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
先週末より猛暑が襲い掛かって来ているようで 

すが、皆様、体調はいかがですか？ 今年は既に 
梅雨明け宣言がされ、とたんに猛暑。誰もがキツ 
イと思います。ご自愛下さいませ。 
 私は職業柄、梅雨、湿気、湿度にはチョッと敏 
感なのです。塗装とは、塗って乾かすものです。 
しかし水分があっては乾く物も乾きません。乾く 
どころか、サビに繋がりかねません。毎朝、湿気 
に関しては、口すっぱくなる位確認しています。 
体感的に「爽やか」が一番好ましく、具体的に 

は 40％～65％位がちょうど良い湿度です。30％ 
台ですと静電気が発生しますので、あまりよくあ 
りません。75％を越えるようですと、湿気、水分 
が被塗物の周りに付着して、塗装に悪影響をもた 
らします。 
正に人間と同じように乾燥していると、喉がイ 

ガイガしたり、お肌が乾燥したりします。湿度が 
高いと汗をかき、同時に塩分やミネラル分も失い、 
毛根が常に水浸しになり、体内に熱がこもってし 
まいます。これ以上、この話をさせて頂くと 1 時 
間は話してしまうので、この辺りで止めます。 
 数年前には、8 月に入って「梅雨明けした模様」 
などの報道もありましたが、今年は 7/7（七夕）、 
小暑(二十四節気)に梅雨明けです。例年に無い、 
いろいろな変化、不都合があると思われます。水 
不足や野菜の高騰、清涼飲料水の売れ行きやレジ 
ャー、旅行の盛況等々、どう振れるかは定かでは 
ありませんが、何時にない夏になりそうです。 
私は何時にない夏に確定ですが・・・。 
 近々に陽光園の夕涼み会や千曲川 RC との合同 
例会も予定されております。健康管理に気をつけ 
て奮ってのご参加を切にお願い致します。 
 



               
    
 
  

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①7 月ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 
②本日はクラブ協議会が行われます。各委員長、 

宜しくお願いします。 
●松尾 秋夫会員 
 家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 
●黛 裕治会員 
 7 月ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。私も少し早いので、当日忘れないように 
気をつけます。ありがとうございます。 

●田後 隆二会員 
 妻の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 
 私と同じ年になります。 
●中里 和男会員 
①新年度会長・幹事、理事役員の皆様、頑張って 
 下さい。 
②家内の誕生日祝、ありがとうございました。 

    ●加賀 治夫会員 
     新年度、初参加です。今年度もインターアクト 
     を宜しくお願いします。 
    ●小野 孝会員 
    ①暑中お見舞申し上げます。 
    ②お祝の方々、おめでとうございます。 
    ●竹田 繁会員 
     ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
    ●阿部 毅会員 

①クラブ協議会、本年度役員の皆様ご苦労様です。 
 それぞれの分野で頑張って下さい。 
②本日、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござ 
 います。 
●神田 達治会員 
①瀬戸年度の船出を祝して。 
②ご夫人誕生日を祝して。 
③暑さに負けず、頑張っていきたいものです。 
●江成 利夫会員 
 7 月のお祝・ご夫人誕生日祝の皆さん、おめで 
 とうございます。 
●櫻内 康裕会員 
 今日も暑い！！ ご夫人誕生日の皆さん、おめ 
 でとうございます。 
 

 
 

●菊地 啓之会員 
 本日、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござ 
います。 

●最住 悦子会員 
 7 月の奥様のお誕生日祝の皆様、おめでとうご 
 ざいます。 
●西島 満会員 
①神田会員、国際大会の参加お疲れ様でした。中 

RC 全員分の R バッジ、有難うございます！ 
②7 月ご夫人誕生日祝の中里さん、松尾さん、黛 
 さん、田後さん、おめでとうございます。 
●佐々木 敏尚会員 
 本日、ご夫人誕生日祝を受けられる皆様、おめ 
 でとうございます。 
     今年度のスマイル累計額 ６２，０００円 
 

＜委員会報告＞（概要にて） 

○職業奉仕委員会－早川委員長 
 次週から「職業ショートスピーチ」を行います。 

 時間は 3分程度で、「アイウエオ順」となります 

 ので、阿部会員より宜しくお願い致します。 

○リスボン国際大会の報告－神田会員 

 リスボンはポルトガルの首都であり、ユーラシ 

 ア大陸の一番西にあります。今回はポルトガル 

に 3泊、ウィーンに 2泊しましたが、日本人朝 

食会に朝 4時起きの参加など、他のイベントも 

朝早くからの活動で、かなりきつかったです。 

今大会は、当初予想より多く約 23,000人の登録 

者があり、田中 RI会長も開会式でスピーチをさ 

れていました。 

また「友愛の広場」には日本から福島・広島・ 

宮城の 3つのブースが出展していて、福島のブ 

―スに丸子会員の従兄も参加されていました。 

尚、丸子 SAAが着用している赤いジャケットは、 

私が福岡のクラブを訪問した時に、SAAが着用 

していたのを見て、印象に残り、私の会長年度 

に小野 SAAに初めて着て頂きました。 

○国際奉仕委員会－早川委員長 

 韓国・龍仁 RC周年式典訪問を 10/1～3日で予定 

 しています。本日例会後、参加予定者には説明 

 会を行いますので、少しお残り下さい。 

  



 
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区資金 送金のお願い  

本会計（上期）1人 7,850円、事業会計（上期） 

1人 4,150円 地区大会分担金 1人 7,500円  

合計 19,500円 送金期日：７月末日 

②2014～15年度プロジェクトへの補助金のご案内 

と説明 

 新年度が開始しましたが、今年度は前年度に申 

請したプロジェクトの実施年度であり、同時に 

2014～15年度（次年度）への補助金申請をする 

年度でもあります。よって補助金申請をしたい 

が手続きが判らない、補助金をもっと知りたい 

と言ったクラブへ説明に伺いたいと思います。 

希望するクラブは、ガバナー事務所まで 9月末 

までにご返信下さい。 

 

     “わたげの会”（市支援級在籍児の親の会）より 

           お礼状とアンケート結果 

    相模原中ロータリークラブ御中 

     先日のイベント「犬と遊ぼう」では大変お世話 

    になり、感謝しております。有難うございました。 

     集計しましたアンケート結果を、郵送させて頂 

きますが、大変好評で次回を望む声が多くありま 

した。相模原中ロータリークラブさん始め、講師 

の鹿野さん、そして麻布大学や専門学校の学生の 

方々、皆様方のお陰で障害を持つ子供たちに、貴 

重な体験をする機会を作ることができました。 

 本当にありがとうございました。また、ぜひお 

力をお借りして、積み重ねて経験できる機会を作 

らせて頂けると嬉しいです。また宜しくお願い致

します。       

「わたげ」代表 郡 利恵 

 ※アンケート結果は 

       回覧にて 

      

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中里 和男ご夫人 ７月 １日 

・松尾 秋夫ご夫人 ７月１０日 

・田後 隆二ご夫人 ７月１９日 

・黛  裕治ご夫人 ７月２６日 

＜ショートスピーチ         黛会員＞ 

 同じ職場で共働きなので、24時間一緒います。 

妻の誕生日は 26日なので、できれば当日近くに 

戴けると助かりますが、忘れないよう渡したい 

と思います。有難うございました。（概要にて） 

 

例会プログラム 

７月１６日卓話 西島 満会員 

  ２３日「会員増強セミナーの報告」 

     担当：甲斐会員増強委員長 

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  ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー  最住 悦子会員  

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 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．３０％ ９２．８６％ 

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

