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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 
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    会 長 

今日は気温が低いためか、幾分凌ぎやすく感 

     じられますが、いかがお過しでしょうか？ 

私は先週、今週と両日曜日に業界団体の事業、 

国家検定実技試験の手伝いで 2日間駆り出され 

ました。この 2週間は大変気温が高く、受験生 

も大変でしたが、我々試験官もかなりキツイ 2 

日間となりました。よって、今の私は「サケの 

産卵後」、「出涸らしのお茶葉」状態であります。 

また昨今は熱中症対策として、試験会場に飲 

物の持込み容認傾向にあり、試験官としては大 

変です。飲物に紛れて、溶剤(シンナー等)を持 

ち込ませないようにしなければなりません。疑 

心の視線で見張らなければならないので、眼つ 

きはこのように悪いです。 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

瀬戸 裕昭 

そんなこんなで出涸らし状態でありますので、 

皆様におかれましても、くれぐれも「眼つき」、 

いえいえ体調管理にはご注意下さい。 

本日は私が疑問に思っている件について少し 

お話させて頂きます。昨年度の申し送り事項に 

なっている青少年交換学生の受入れの件です。 

杉岡ガバナー補佐より、5月 14日の新年度の  

会長幹事会でお話が初めて公式？にありました。 

(因みに 6月 12日の新旧会長幹事会では、話は 

無かったようです。) 8月より台湾から留学生 

が来ることは決まっており、通う高校も「県立 

相模原青陵高校」に決定しております。が、現 

在も正式には 4つのホストファミリーが決まっ 

ていないようです。     ＜次ページに続く＞ 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

内々に、当クラブ会員にオファーがあり、6月 

末に江成前年度会長より、第 2か第 3のホストフ 

ァミリーということであればと、内諾の意向は杉 

岡ガバナー補佐に伝えられたようです。1クール 

（3 か月間）×4クールで 1年間の内、誰がどの 

クールを担当するかも未定のようです。 

また杉岡ガバナー補佐からは、6 月最終週に、

私のところへも電話があり「ホストファミリーを

受けてもらえないか？」と連絡があり、「一応、

会員に確認します。」と返答しました。 

すると杉岡ガバナー補佐より「では、中クラブ 

で受けて頂けるということで宜しいですね。」と 

確認と言うか、念押し的な話があったため、私は

再度「確認はします。」とだけお答えしました。 

私はここまでしか知り得ませんが、「聞いてみ

る」と言っただけで「受けてもらう」に繋がるの

には不快感さえ覚えました。 

これから来日する留学生のことを思えば、個人 

的な感情論など言っている場合ではありません。 

しかし、ホストファミリーを引き受ける会員や奥 

様のご都合やお考えもあることなので、注視し、 

双方との連絡を密にしていきたいと思います。 

 中間報告をもって、会長の時間とさせて頂きます。 

 

     尚、本日例会前に臨時理事会を行いました。そ 

の報告は、この例会終了後にさせて頂きます。ま 

た急遽、例会プログラムを一部変更させて頂きま 

したので、ご了承下さい。 

    

職業ショートスピーチ 

    阿部 毅会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
私の専門職務は「コミュニティビジネス起業ア 

ドバイザー」となっております。まだ聞き慣れな 
い方も多いかと思いますが、経済産業省が地域に 
おける課題や問題点を、ビジネスの手法で解決し 
ていく職種として、2005 年頃からリーダーを養成、 
私は 3 期生として受講、63 歳で「アドバイザー・ 
コーディネーター」の資格を戴きました。相模原 
市では初めての取得者だと聞いております。 

地域の課題としては、NPO 法人取得時のテー 
マ項目とほぼ同じ内容で、子育て支援・健康増進・ 
環境保全・商店街活性化・地域市民の交流促進・ 
シニアの社会貢献活動・生活安全のネットワーク 
化など 16 分類の多方面に亘っております。 

この中から、私が選択したのが「シニアの居場 
所＆生き甲斐づくり」サロンの常設開業です。 
社会的就業と子育ての役割を終えたシニア層に、 

“セカンドライフをいかに健やかに、楽しく、生 
き甲斐を持って過ごすか？”をミッションに揚げ、 
結構お節介めいた支援業務を、私なりの社会貢献 
事業としてアドバイザーの役割を兼ねながら、西 
門商店街の一角で「シニアふれあいサロン in 西門」 
の名称でコミュニティカフェを開業、この 10 月で 
5 周年を迎えます。 

歌ごえサロン・ウクレレ教室・健康マージャン 
教室・絵筆教室などを開設し、今では年間 3000 
名の方々に利用して頂いております。ビジネスと 
は言え、あくまで非営利・民設民営の市民活動業 
務です。損益計算上、黒字化するには大変難しい 
業務ですが、運営責任者の私の給与を無報酬化す 
ることで、個人持ち出しを最小に留め、何とか切 
り抜けているのが現状です。 
人生の最終章を、生き甲斐のある過ごし方を実 

現することで、恐ろしい病気の「介護と認知症予 
防」が可能と言われております。地道ながら、自 
分のノウハウを社会還元しながら、私自身も日々 
楽しく生き甲斐を持って、この社会貢献事業を更 
に充実した内容にしていきたいと考えております。 
最後に、9 月 29 日（日）恒例のイベント「シニ 

アうたごえ in さがみはら西門」を、当サロン設立 
5 周年記念事業として開催します。近日中に協賛 
のご依頼をさせて頂きたく、よろしくお願い致し 
ます。   （紙面上、一部略させて頂きました） 
 



               
        

＜米山奨学生 王 爽さんより近況報告＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日 7月 6日に米山学友会が主催する奉仕活動 

「片瀬海岸クリーンキャンペーン」に参加してき 

ました。ロータリアンの皆さんや米山学友・奨学 

生、そして家族や友人など約 150 名位の大勢が参 

加しました。 

 当日は 30℃を超える真夏日でしたが、拾ったゴ 

ミはトラック 1台分位になり、感動しました。 

その後、バーベキューパーティーを行い、いろい 

ろな人達と交流しました。皆さん、楽しそうで、 

幸せそうな顔が印象的でした。 

 米山奨学生として、こうした活動に参加できる 

チャンスを貰ったことに感謝します。（概要にて） 

 

＜委員会報告＞ 

    ○職業奉仕委員会－早川委員長 

     お手元に「職業ショートスピーチ予定表」をお 

配りしていますが、本日より順番で宜しくお願 

い致します。 

    ○姉妹クラブ委員会－江成委員長 

     移動例会として、8月 7日（水）に千曲川 RCと 

の合同例会・バーベキューを行います。バスの 

チャーターについては、参加者数により決定さ 

せて頂きます。また出発時間は 8 時とします。 

会費は会員 5,000 円、ご家族 3,000円で、子供 

（12才以下）は無料となりますので、お子さん、 

お孫さんの参加も歓迎致します。 

○広報・雑誌委員会－田後委員長 

 本日のお配りした「ロータリーの友 7月号」の 

     横書 1ページ目に「ロータリーの友 電子版を 

     発行します」と掲載されています。 

 

      

 

電子化の進展により、2014年 1月から印刷版か、 

 電子版のどちらかを選択して、購読することに 

 なります。ついては今年 10月より試験的に電 

 子版の配信をスタートする予定とのことです。 

○釣り同好会－菊地会員 

 当クラブには他にゴルフ同好会もありますが、 

今回は 7月 26日（金）に「シロギス釣り」に 

 行きます。キスは今が旬なので、ぜひ多くのご 

 参加をお願い致します。老沼会員が釣餌や釣具 

 などは準備してくれますので、クーラーBoxだ 

けご準備下さい。自前の竿をお持ちの方は持参 

下さい。経費は 9,000円位になるかと思います。 

 
 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①相模原グリーン RC の李さん、米山奨学生の王 
 さん、ようこそ！ 
②職業ショートスピーチが本日から始まります。 
 阿部会員、宜しくお願いします。 
●神田 達治会員 
 本日は報告会の時間を戴き、有難うございます。 
 宜しくお願い申し上げます。 
●永保 固紀会員 
 暑中お見舞申し上げます。 
●最住 悦子会員 
 神田さん、卓話宜しくお願いします。 
●江成 利夫会員 
①本日は暑さが少し和らいでいます。しかし水分 
補給は忘れずに！ 

②職業スピーチの阿部会員、宜しくお願いします。 
●金沢 邦光尚会員 
 先日、元米山奨学生の郭さん（台中文心ＲＣ会員） 
 を元カウンセラー（故：浜田栄二氏）の息子さ 
 んに会いにお連れしました。喜んで貰えました。 
●櫻内 康裕会員 
①今日は少し過しやすいですね。 
②阿部会員ショートスピーチ楽しみにしています。 
●阿部 毅会員 
①神田会員の卓話、楽しみに。 
②職業ショートスピーチの 1 番バッターを勤めさ 
 せて頂きます。 
③本日、職業奉仕の為、早退致します。 
 



          
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①第 3 回インターアクト委員会及び第 2 回インタ 

ーアクト合同会議のご案内 

     委員会、合同会議を開催致しますので、ご出席 

をお願い致します。 

     日時：7月 27日（土）13:00～13:45委員会 

14:00～17:00 合同会議 

場所：第一相澤ビル 返信締切：7月 19日  

※提唱クラブは合同会議よりご出席下さい。 

②規定審議会 反対表明について 

     規定審議会報告書は、前回までは印刷物で届い 

ておりましたが、今回はメールだけとなります。 

先日、説明会を開催し、内容はご確認頂いてい 

ると思いますが、反対を表明されるクラブは 8 

月 23日までにＲＩへ提出下さい。 

③「ダメ、ゼッタイ」麻薬撲滅キャンペーンにつ

いてのアンケート 

     地区からの啓発資材（パンフレット、ポスター、 

募金箱、粗品キズバンなど）を希望されるクラ 

ブはアンケートにご記入の上、ご返送下さい。 

尚、資材数は地区委員会で調整させて頂きます。 

 回答期限：7月 22 日 

 

※奉仕活動「陽光園・夕涼み会」（8月 3日）の出 

欠表を回覧しております。 

※移動例会「千曲川ＲＣとの合同例会・バーベキ 

ュー」（8月 7日）の出欠表を回覧しております。 

 
＜臨時理事会報告＞ 

○本日の例会にて、神田会員より報告会依頼の 

  件を承認。 

      また 7月 30日（火）例会プログラムを変更 

      して、クラブフォーラムをする件を承認。 

     

      

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日は急遽、臨時理事会を開いて頂き、また 

会員皆様には定形外の例会という形でご出席を 

頂き、感謝申し上げます。では、主旨について 

説明させて頂きます。  （紙面上、概要のみ掲載） 

 

例会プログラム 

７月２３日「会員増強セミナーの報告」 

     担当：甲斐会員増強委員長 

 ３０日クラブフォーラム 

８月＊３日（土）奉仕事業「陽光園・夕涼み会」 

     16時頃 現地集合（陽光園） 

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「我らの生業」 

ビジター  李 爽君（相模原グリーン） 

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   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 ２３名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８８．４６％ ９６．４３％ 

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

