
第 1740 回例会 

8 月 27 日 №8 

 

●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 

だいぶ暑さも収まり、ここ 2～3 日は凌ぎや 
すく感じられます。このまま秋に移行すればと 
思うばかりです。 
 さて「本日のお知らせ」にもあります通り、 
9 月 7 日(土)に、今年度最初の奉仕事業を行い 
ます。先週の理事会において、参加会員は出席 
(メイク扱い)となることに決まりました。約 1 
時間の活動で、20 名位の施設利用者と 4 名の職 
員の方が参加します。 
我々は、「利用者」の方々と一緒に活動に加 

わるだけで OK です。いわば、話し相手と事故 
の無いよう監視役をして頂ければと思います。 
奮ってのご参加を宜しくお願いします。尚、次 
回(11 月頃)もありますので、お願い致します。 
 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

瀬戸 裕昭 

「8 月会長幹事会の報告」 

 8 月 19 日(月)に、2 回目の会長幹事会に出席 
してきました。その中で、青少年交換留学生の 
経過を報告します。 
正に当日、台湾からの留学生を成田までお迎 

えに大野 RC 会員が行きました。まずは西 RC 
が 8 月担当で、9～10 月は相模原 RC が担当だ 
そうです。その後は中 RC、西 RC が担当予定 
ですが、杉岡ガバナー補佐より「ホストファミ 
リーを受けられる会員がいましたら、ご連絡を 
お願いします」との事でした。何とかスタート 
できて本当に良かったです。 
 次に前年度寄付金の件で、中 RC は【ロータ 
リー財団】1 人 200 ドル以上に対し、138.8 ドル 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 

でした。（第 5Ｇ平均は 156.94 ドル、第 2780 地区 
平均は 189.58 ドル）。 

     【米山記念奨学金】は、1 人 20.000 円に対し、

19.354 円でした。（第 5Ｇ平均は 18.533 円、2780
地区平均は 20.007 円）でした。今年度も引き続

き寄付をお願いします。 
2013 年規定審議会による「出席計算の変更」に 

ついて報告致します。第 9 条-出席 第 5 節-出席 
の記録(手続要覧 第 252Ｐ)より「理事会で承認 
された事由で欠席をせざるを得ない会員に対し、 
出席免除を適応する」こととなり、よって計算上、 
分母・分子共にカウントしない。 
この方式により、長期療養中の会員が在籍して 

いるクラブにも出席率 100％が達成できるように 
なるそうです。詳細は各クラブの細則をもって規 
定をもうける事となりました。 
 当クラブはその辺は気にしなくても、出席率 
100％を出せるクラブで素晴らしいと思います。 
今後もこの雰囲気を大切にしていきましょう。 

    

職業ショートスピーチ 

    老沼 秀夫会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     私の会社名は「多摩木工株式会社」です。父が 

創業し、私は昭和 41 年に入社しました。職業分 

類は家具製造販売です。 

扱っているのはキッチン関連、シューズキャビ 

ネットや収納ケース、厨房品などですが、今は息 

子がやっており、キッチン関連一本です。 

創業して 84年が経ちますので、あと 100年ま 

で何とか頑張りたいと思います。（概要にて掲載） 
 

 
 

＜委員会報告＞  （概要にて掲載） 

○広報・雑誌委員会－田後委員長 

 ロータリーの友 8月号ですが、今月は「会員増 

 強及び拡大月間」にあたり、横書 6～7ページ 

に“サクセス・ジャパン大作戦”が掲載されて 

います。増強の１つの方法としてご参考下さい。 

○親睦活動委員会（出席担当）－西島委員 

 先週配られたガバナー月信№2の「6月出席報 

 告」では、中 RCが出席率 96.49％で 63クラブ 

中、トップでした。前年度の出席率を調べてみ 

ますと、全ての月がベスト 5に入っていました 

ので、今年度の地区大会では出席率優秀クラブ 

として表彰されるのはないでしょうか？ 

 

＜クラブフォーラム＞ 

会 長             瀬戸 裕昭 

 7月 30日のクラブフォーラムに続き、2回目の 

クラブフォーラムを開催させて頂きます。 

 情報集会でも話し合って頂きましたが、意見も 

錯綜しているようなので、再度、全体で話し合う 

必要があるとなった次第です。 

 今後の流れについては、本日のフォーラム終了 

後に臨時理事会を行います。臨時理事会で結論が 

出ない場合は、9月 3日の定例理事会を以って、 

最終決定したいと考えております。 

では、皆様からのご意見をお願い致します。 

（各意見は紙面上、略させて頂きます） 

 

 

 

     発行します」と掲載されています。 

 
 
 
 
 
 
 
＜臨時理事会報告＞ 

①本日のクラブフォーラムにより、慎重に議事を 

討議するため、再度臨時理事会を行う。 

 9月 2日（月）18時より「産業会館」にて 

 



               
        

 

 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①朝夕は、ずいぶん涼しくなりました。改めて体   
 調管理には留意下さい。 

    ②職業ショートスピーチの老沼さん、楽しみにし 
     ております。 
    ③本日のクラブフォーラムでは、活発な意見をお 
     願いします。 
    ●菊地 啓之会員 
     入会記念日を祝って頂きまして、有難うござい 
     ます。自分でもビックリしております。24 年? 

●最住 悦子会員 
     入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

今期で 5 年目になります。 
●甲斐 美利会員 
 過日は誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

    ●田所 毅会員 
    ①久し振りの出席です。先週は誕生日祝を有難う 
     ございます。毎年、1 年が早く経過します。健 

康に注意して頑張りますので、これからもよろ 
しく！ 

    ②本日、入会記念日の方々おめでとうございます。 
●荻原 利彦会員 
 入会記念日祝、ありがとうございます。物理実 
 験やタイ出張（ゴルフは 3 日間だけ）で、例会 
 参加も久し振りに感じています。これからも宜 
しくお願いします。 

    ●小野 孝会員 
    ①お祝の菊地さん、最住さん、荻原さん、入会記 

念日おめでとうございます。 
    ②老沼さん、ショートスピーチ楽しみです。 

●竹田 繁会員、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老沼会員、職業ショートスピーチ楽しみにして 
います。 

●神田 達治会員 
①老沼さん、ショートスピーチ楽しみです。 
②菊地・最住・荻原さん、入会記念日祝おめでと 

     うございます。 
③本日のフォーラム、宜しくご指導お願い申し上 
 げます。 

 

 
 
 
 
●江成 利夫会員 
①入会記念日祝を受けられる方々、おめでとうご 
ざいます。 

②ショートスピーチの老沼会員、よろしくお願い 
 します。 
●伊倉 正光会員 
①老沼さんのショートスピーチ、楽しみにしてい 
ます。 

②クラブフォーラム、宜しくお願いします。 
●金沢 邦光会員 
 昨晩は久し振りに良く寝れました。早く涼しく 
 なってほしいですね。 
●阿部 毅会員 
①入会記念日祝の菊地会員、最住会員、荻原会員 
 おめでとうございます。 
②老沼会員、職業ショートスピーチ、面白く話し 
 て下さい。楽しみです。 
●櫻内 康裕会員 
①本日の入会記念日祝の皆さん、おめでとうござ 
います。 

②ショートスピーチの老沼会員、よろしくお願い 
 します。 
●西島 満会員 
 入会記念日祝の菊地さん、最住さん、荻原さん 
 おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
 菊地さん、最住さん、荻原さん、入会記念日、 
 おめでとうございます。今日は早退します。 
 スミマセン！ 
●佐々木 敏尚会員 
①本日入会記念日祝の菊地さん、最住さん、荻原 
さん、おめでとうございます。 

②今度の土曜日お昼 12:20 頃から“FM さがみ” 
 に田後さんが出演されますので、皆で聞きまし 
 ょう！ 
●加賀 治夫会員 
先日の「陽光園・夕涼み会」に参加頂いた皆様 
にはご苦労様でした。当日の飲物代をスマイル 
させて頂きます。 

      今年度の累計額 １９５，１００円 
 



 
 
   報告事項 

    １．第 2780 地区ガバナー事務所より 

①インターアクト合同会議開催のご案内 

     日時：9月 7日（土）13:00～13:45 場所：第 

一相澤ビル６Ｆ 返信締切：8月 30 日 

②地区奉仕プロジェクトセミナー開催のご案内 

     社会奉仕・国際奉仕合同セミナーを開催します。

講師には特定非営利活動法人アムダ理事長を

お招きして奉仕活動についてお話頂きます。 

日時：9月 14日（土）14:00～16:00 場所：藤 

沢産業センター 返信締切：9月 6日 

③地区大会 親睦ゴルフコンペのご案内 

日時：10月 21日（月）8:30 スタート 場所： 

湘南カントリークラブ 締切：9月 27日  

料金：参加費 5,000円、プレー費 21,000円 

（※詳細は回覧にて） 

 

※奉仕事業“セラピー犬による福祉施設訪問”の 

 出欠表を回覧にて。（出席の場合はメイク扱い） 

     日時：9月 7日（土）集合時間 9:45 分頃までに 

     実施時間:10～11時 場所：特別養護老人ホー 

ム“はあとぴあ”※回覧に地図添付 

  

例会プログラム 

９月 ３日卓話 荻原 利彦会員 

         定例理事役員会 

      １０日ゲスト卓話 市社会福祉事業団 

          常務理事 宮崎孝司氏 

      １７日卓話 佐々木 敏尚会員 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・菊地 啓之会員 １９８９年８月２９日 

・最住 悦子会員 ２００９年８月 ４日 

・荻原 利彦会員 ２００９年８月 ４日 

＜お祝ショートスピーチ    菊地 啓之＞ 

 もう入会して 24年 

が経ったのかと驚い 

ています。それだけ、 

中 RCの居心地が良い 

ということだと思い 

ます。 

 今年 64才になり、 

少しづつ体の部品が 

悪くなってきて、健診で難聴になってきている 

とのことです。何度も聞き返すのも悪い気がし 

て、ついつい聞こえたふりをしてしまいます。 

 24年も経って空気のような存在かなとも思い 

ますが、これからもずっと皆さんとやっていき 

たいので、宜しくお願いします。（概要にて掲載） 

 

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」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

 

●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 ２５名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．１５％ ８６．３６％ 

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

