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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

    Ｒ財団委員長          横溝 志華 

財団セミナーには、前年度２月に瀬戸会長と 

     共に出席しましたが、内容はほとんど判りませ 

     んでした。その後、今年度に入り、7月 20日の 

     セミナーに、早川奉仕プロジェクト委員長と出 

席しましたが、やはり専門用語が多く、内容も

複雑で良く理解できませんでした。 

本日のセミナー報告にあたり、資料を読んだ 

り、ネットで検索もしてみましたが、お話しで 

きる内容をまとめることができませんでした。 

 それで昨日、地区の財団関連の委員長をされ 

ている神田会員に連絡して、助言をお願いしま 

した。私もこれから一年間、財団委員長として 

勉強していきますが、本日の報告は神田会員よ 

り宜しくお願い致します。 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

地区Ｒ財団 平和フェロー・奨学金委員長 神田 達治 

私も先日のセミナーに、地区委員長として出 

席しましたが、早川会員からも内容がほとんど 

判らなかったと言われたのはショックでした。 

本当にＲ財団は、ロータリーの中でも判りづ 

らく、特に専門用語が多いことが大変難しくし 

ているようです。英語を日本語に翻訳している 

ので本来の意味と違っている場合もあり、語源 

を知って、意味を知る必要があると思います。 

 ロータリーは 2005年に 100周年を迎えました 

が、ロータリー財団の創立 100周年は 2017年に 

まいります。そこで奉仕の第 2世紀に向けて、 

「未来の夢計画」が生み出されました。私は、 

どんな素晴らしいプログラムが出来るのかと期 

待していたのですが・・。   ＜次ページへ＞ 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

     要約しますと、財団が地区やクラブに一任する 

    ものと解釈して下さい。今までは、財団本部がこ 

うした補助金の申請や、報告の受領など多くのプ 

ロジェクトを抱えていて、かなりの人員も必要で 

した。そのコストを削減し、簡素化して、地区や 

クラブに任せるということです。 

 ですが補助金の不正防止のため、申請するため 

には必要条件等に関して、銀行口座や書類の保管、 

財務管理など詳細に亘る手続きが必要です。 

 皆様の財団に寄付されたお金は、３年後に所属 

地区に半分の 50％が戻り、残り 50％は財団に残 

ります。財団では寄付金を投資などで運用して、 

毎年、収支報告をしていますが、寄付金や活動資 

金の細かい配分などは、皆様は知らないと思いま 

すので、セミナーに行っても、その仕組みが判ら 

ない方がほとんどだと思います。 

また、地区の財団委員会とクラブの委員会にも 

理解度に格差があります。よって、その距離を狭 

めていかなくてはなりません。 

     ただ、あまり難しく考え込まないで下さい。今 

年度から補助金の種類は 3つになります。 

○地区補助金（ＤＧ） 

○グローバル補助金（ＧＧ） 

○パッケージ・グラント（ＰＧ） 

そして、その補助金の活動の種類も３つです。 

○人道的プロジェクト 

○奨学金 

○職業研修チーム（VTT） 

  

私も今後、できるだけ砕いて説明をしていきま 

すし、最初は申請手続きも大変かと思いますが、 

年々、クリアーするのは楽になってきますので、 

見守って頂きたいと思います。 

本日お渡ししたリーフレットですが、当地区で 

    作成したものです。表はロータリアン用になって 

いますが、中面は一般の方にも判りやすいように 

書かれていますので、ぜひ PRに活用頂ければと 

思います。 

 これからプロジェクトを立ち上げる場合には、 

会長エレクトが立案して、奉仕活動を活性化する 

ためにも、補助金の活用を前向きに検討してみて 

下さい。                      （概要にて掲載） 

 

 

 

＜職業ショートスピーチ＞ 

               小野 孝会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今の会社は設立して 35 年になります。その前 

に 10 年程、友人とやっていました。当時は仕事 
にも恵まれていて、機器の組立や大手会社の試作 
などが中心でした。 
 現在はビデオカメラの試作品を扱っていますが、 
仕事半分・興味半分で、最近人気の鉄道模型のセ 
ットを扱っています。大人の玩具という方もいま 
すが、レールを走らせたりして、大変面白くて楽 
しい仕事です。 
 また私の出身地・鹿児島に親の残した不動産が 
あり、その管理などもしています。（概要にて） 
 
 

   会長の時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 皆さん、こんにちは。久々のホームグランドで 

の例会です。一般的に言われる「お盆休み」も終 

わり、気がつけば 8月も下旬です。↗ 

 



 

      

幾分、朝夕の風に秋の気配を感じられる今日こ 

の頃ですが、今日はまた猛暑そのもの。まだまだ 

暑い日が続きそうです。何せ、千年に一度の猛暑 

と言われるぐらいですから、体調管理にはお気を 

つけ下さい。 

 さて前回の例会(7/30)以降、いろいろな行事が 

行われました。8/3(土)は今年で 5回目の参加に 

なりました「陽光園夕涼み会」に参加して参りま

した。会員 10名と光明学園インターアクトより、 

顧問の広瀬先生、金子先生と部員 4名の参加もあ

り、活気あるブースとなりました。 

インターアクトの協力のお陰で、スムーズに活

動は進み、一時は風船作成(充填)が追いつけない

ぐらいの捌けようでした。見渡してみますと、園

内に｢相模原中 RC｣のロゴの風船が溢れかえって

いる光景は圧巻で、勿論、お子さん達の笑顔やご

家族の笑い声などにも癒されました。また陽光園

の細谷所長からも感謝され、「有難うございまし

た。来年も宜しくお願いします。」とご挨拶され

ました。例年に無く、今回は暑さをあまり感じら

れず、文字通り涼しげな会でした。（やはり、日

頃の行いが良いせいでしょうか?!・・） 

 次に移動例会となりました、8/7 日の千曲川 RC 

との合同例会を報告致します。今回で 15 回目の 

訪問だそうです。当日は快晴で「これでもか！」 

というぐらい朝から日差しが強かったです。 

JR相模原駅前に 8：00集合出発の予定で、私は 

7：30には集合場所におり、まだバスも到着して 

おりませんでした。次に来られたのは、何と先日 

お亡くなりになられた国本（元会員）さんの息子 

さんが、わざわざ横浜のご自宅より来られました。 

過日の葬儀のお礼にと、本来は例会に参加して、 

ご挨拶のご意向だったのですが、8月初旬は例会 

が無かった為、早朝来て下さったそうです。 

「たくさんのロータリーの方々に、ご会葬を賜り 

誠に有難うございました。」と出発前のバスの中 

でお礼を述べられ、飲物の差入れを頂戴しました。 

本当に感謝されていたご様子でした。 

    また今回は、元会員の市村さんとお嬢様に参加 

 

 

 

頂き、総勢 13名での参加となりました。実は、 

あと 1人欠員が出たら移動例会不成立になるとこ 

ろでした。(ホント心配しましたよ。川合さん..) 

 JR相模原駅前を出て、澤田さんのお店で会員 4 

名が乗車し、飲物を積んで出発しました。途中、 

いつもの「清泉寮」に立ち寄り、だいたい予定通 

りに進行し、現地には 12：15頃に到着。(行きの 

車中が異様に静かだった気がします。何せ消費さ 

れたビール缶が 3つだけでした・・)  

千曲川 RCの方々は橋の手前まで出迎えて頂き、 

熱烈歓迎を受けました。すぐに例会が始まり、閉 

会点鐘となり、その後は楽しい時間を過ごさせて 

頂きました。 

バーベキューは遠山会長と大工原幹事、神田パ 

スト会長と同席させて頂き、クラブ運営の話から 

現在の悩みなど、いろいろな角度から意見交換が 

できて有意義でした。やはり千曲川Ｒでも「会員 

増強」は必修科目のようで、千曲川 RCの会員は 

21名だそうです。「こちらでの増強は難しい。何 

せ人がいないのだから…」、「中 RCはそれに比べ 

ればまだ…」、「終いにはサルとイノシシを入会さ 

せるか」など笑われていました。冗談はともかく 

確かに我々の方が条件的には優位だと思います。 

改めて重要課題と認識させてもらいました。 

 出発予定時刻が少々延び、千曲川 RC皆さんに 

お見送り頂き、帰りの車中も、皆さん大変おとな 

しくて、何のトラブルも無く 7時過ぎに相模原に 

到着しました。姉妹クラブの有難さを再確認でき 

た一日でした。 

 

＜特別スマイル＞ 

●丸子 勝基会員 

 私は会社を創業し、4 年目に当クラブに入会し 

 ました。この 8 月に会社が創立 15 周年を迎え 

 られたのも、ロータリアンとして、この期間、 

 多くを学ぶ事ができたことと決して無縁ではあ 

 ありません。 

 クラブの皆様からのこれまでのご厚情、ご支援 

 ご鞭撻に対し、心より感謝申し上げます。 

 



 
 

 

 

●山本 正司君（相模原グリーンＲＣ） 

 暑い中、メイクに参りました。本日はよろしく  

 お願い致します。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①久し振りの例会です。8 月会員誕生日祝とご夫 

人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②ショートスピーチの小野さん、財団セミナー報 

 告の横溝さん、宜しくお願いします。 

●神田 達治会員 

①残暑お見舞い申し上げます。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③横溝さん、セミナー報告宜しくお願いします。 

④妻の誕生日祝を戴き、有難うございます。 

●伊倉 正光会員 

①本日は誕生日祝をして頂きまして、ありがとう 

 ございました。 

②小野さんのショートスピーチ、横溝さんのセミ 

 ナー報告、宜しくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①私の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

②ショートスピーチの小野会員、セミナー報告の 

 横溝委員長、宜しくお願い致します。 

●西島 満会員 

     8 月の誕生日祝の方々、おめでとうございます。 

     私も 8 月生まれです！ 

     ＊山本さん、ようこそいらっしゃいました。 

    ●佐々木 敏尚会員 

     誕生日祝を戴きまして、有難うございました！ 

    ●田後 隆二会員 

     誕生日祝、ありがとうございます。暑い時期に 

     皆さん生まれたんですね～。 

    ●阿部 毅会員 

①ショートスピーチの小野会員、財団セミナー報 

     告の横溝委員長、ご苦労様です。 

②8 月の会員誕生日とご夫人誕生日をお祝申し上 

 げます。 

③8/7 日、台中文心 RC を訪問してきました。 

 

 

 

 

 

●金沢 邦光会員 

 情報集会、お疲れ様でした。お釣りをスマイル 

 します。 

●小野 孝会員 

①残暑お見舞い申し上げます。 

②会員誕生日祝、またご夫人誕生日祝の皆さん、 

 おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②財団セミナーの報告ですが、神田会員、助けて 

 下さい！ 宜しくお願い致します。 

●菊地 啓之会員 

①横溝ロータリー財団委員長、セミナー報告ご苦 

労様です。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめで 

 とうございます。 

●江成 利夫会員 

①8 月のお祝を受けられる方々、おめでとうござ 

います。 

②ロータリー財団セミナー報告の横溝委員長、 

 宜しくお願いします。 

③ショートスピーチの小野会員、宜しくお願いし 

ます。 

●中里 和男会員 

①暑中お見舞い申し上げます。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめで 

 とうございます。 

●佐々木 裕会員、老沼 秀夫会員 

①会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 

 でとうございます。 

②小野さん、ショートスピーチ頑張って下さい。 

●最住 悦子会員 

①8 月の誕生日祝、奥様のお誕生日祝の皆様おめ 

 でとうございます。 

②横溝さん、セミナー報告宜しくお願いします。 

 暑い中、お疲れ様です。 

今年度の累計額 １６５，５００円 



               

        ＜委員会報告＞ 

    ○台湾・台中文心ＲＣについて   阿部 毅会員 

     8月 7日に台中文心 RCを訪問し、当日は米山学 

友の 6名と会食してきました。 

     また 8月 13日には、台中文心 RC 会員の王飛龍 

氏が来日されました。ぜひ当クラブ例会に出席 

したいとのことでしたが、お盆で例会取止めと 

なっていましたので、会員有志での歓迎食事会 

を急遽、企画させて頂きました。 

王飛龍氏は台中・静宣大学の教授で、子供さん 

が 2人とも日本に留学中です。 

参加頂いた会員の方々にはお盆休みの中、有難 

うございました。王氏も大変喜んでおりました。 

また王氏は絵が大変上手で、描いてくれました 

ので、披露させて頂きます。 

      

＜8 月 13 日王氏を囲んでの歓迎食事会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会員 5名（丸子会員、小野会員、西島会員、早川 

会員、阿部会員）と松本元会員、元米山奨学生の 

林君が出席にて。 

＜王氏より絵画寄贈＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜陽光園夕涼み会 お礼状＞ 

相模原中ロータリークラブ 

会長 瀬戸 裕昭様 

 謹啓、残暑の候、蝉の声も聞かれます今日 

この頃、益々ご健勝のこととお慶び申し上げ 

ます。 

 平素から社会福祉行政につきましては格別 

のご理解とご協力を賜り、また、このたびは 

陽光園夕涼み会におきまして、共催団体とし 

てご尽力を頂きまして、誠にありがとうござ 

いました。 

 おかげさまにて、在園児者はじめ家族にと 

って思い出深い夏になったことと思います。 

 本来ならば、お伺いしてお礼申し上げると 

ころでございますが、略儀ながら書状を持ち 

ましてお礼のご挨拶と致します。 

 平成 25 年 8 月 8 日 

相模原市長  

加山 俊夫 

 

  
＜理事会報告＞ 

①青少年交換学生分担金 1人 2千円依頼の件。 

 国際奉仕予算より計 29名、58,000円を承認。 

②9/7日（土）奉仕事業・セラピー犬の件。 

 移動例会ではないが、出席の場合はメイク扱い 

 とする。 

③千曲川 RCとの合同例会・バーベキュー収支報告。 

 収入（会費）60,000円 支出（バス経費、千曲 

 川 RC会費・スマイル、飲食費他）計 142,387円 

 差引不足金 82,387円は親睦会費にて負担承認。 

④例会場（来年 1月～市民会館）について。 

 システム変更により、相模食品の便宜が無くな 

 り、予約及び手続きは全てクラブにて行う。 

また備品類の保管は出来ない場合もあり。 

来年 5月からは市駐車場は有料となる。（2時間 

までは無料） 

今後の対応について、継続して検討する。 

⑤ガバナーノミニー推薦の件 

 次週 8/27日例会後、クラブフォーラムを承認。 

 フォーラム終了後、臨時理事会を開催し、9/3日 

定例理事会までに最終決定をする。 

 



         

 

   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2016 年規定審議会 代表議員選出の件 

     2013 年規定審議会が終了したところですが、今 

年度は 2016年規定審議会の当地区代表議員を 

決定する年度で、最適任の会員を 10 月 1日 12 

 時までに地区指名委員会宛てにご提案下さい。  

②地区職業奉仕セミナー開催のお知らせ 

     各クラブより 1名の出席をお願い致します。当 

日はゲストをお呼びして講演を頂きます。 

日時：9月 15日（日）13:30～15:30 場所：第 

一相澤ビル 基調講演：森 洋 PG、勝又正治執 

行役員（前田建設工業） 返信締切：8/30日 

③「職業奉仕月間」卓話についてのお願い 

     10 月は職業奉仕月間により、貴クラブの月間予 

定を回答下さい。卓話希望されないクラブは、 

「どのようなプログラムをお考えか？」ご記入 

     下さい。回答締切日：8/22日 

 

＊ロータリー日本財団より確定申告用寄付金領収書 

について。平成２５年１/１～６/30 日までに受領の寄 

付金の確定申告用領収書及び証明書（写し）を送 

付します。（領収書は再発行できませんので、無くさ 

れないようお願い致します） 

     

例会プログラム 

８月２７日クラブフォーラム 

９月 ３日卓話 荻原 利彦会員 

     定例理事役員会 

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「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター  山本 正司君（相模原グリーン）     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員誕生日祝＞ 

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 ・佐々木敏尚会員 ８月１８日 

・田所  毅会員 ８月１８日 ・西島  満会員 ８月２９日 

・伊倉 正光会員 ８月２３日 ・櫻内 康裕会員 ８月３０日 

・田後 隆二会員 ８月２６日 

＜ご夫人誕生日祝＞ 

・荻原利彦ご夫人 ８月４日 ・神田達治ご夫人 ８月２５日 

＜お祝ショートスピーチ   伊倉正光会員＞ 

 誕生日祝を有難うござい 

ます。今年 59才で、来年 

は還暦を迎えますが、健康 

に問題があって「睡眠時無 

呼吸症候群」です。 

 夜も頻繁に目が覚め、頭 

痛もあって、専門のクリニックで検査をしてき 

ましたが、相当深刻のようで、無呼吸で脳に酸 

素が 2～3割しかいかず、心筋梗塞や脳梗塞等 

になる確率も高いというこで、薬を飲み始めま 

した。皆様もお気をつけ下さい。（概要にて掲載） 

 

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 

２名 ９２．０％ ９６．０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
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