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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

     

ガバナー補佐 

クラブ協議会として、相模原中 RCの今年度 

の主要事業の方針、計画を拝聴させて頂きまし 

た。2週間後の 11月 5日ガバナー公式訪問に向 

け、相澤ガバナーに相模原中 RC の状況及び地 

区への要望事項、質問等を伝えさせて頂きます。

尚、クラブ協議会では時間がありませんでし 

たので、RI及び地区の方針、具体的な活動方針 

を少しお伝えしたいと考えます。 

     ロン D・バートン RI会長は「ロータリーを実 

践し、みんなに豊かな人生を」(ENGAGE ROTARY  

CHAGE LIVES)をテーマに掲げました。 

このことはロータリーを真に実践し、ロータ 

リーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、 

     自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことが 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杉岡 芳樹 

見えてくるでしょう。そうして初めて、人々の 

人生を豊かにしようというインスピレーション、 

やる気、パワーが沸くのです。そして何よりも 

あなた自身の人生が一番豊かになるはずですと 

しています。 

 そして地区として、相澤ガバナーは RIのテ 

ーマに沿った活動はもちろんのこと、この数年 

の地区方針、事業の継続性をさらに推進して、 

「地区はクラブ支援のために存在する」、「ロー 

タリーはクラブが基本」であり、クラブに活力 

がなければ、クラブの活性化はもちろん、地区、 

RIの活性化にはならないとしています。 

地区運営においては楽しくロータリアンで良 

かったと思える運営を、また奉仕の実践・公共 

  

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 

イメージと、認知度の向上を目指したいとしてい 

ます。地区の方針等については、相澤ガバナーの 

公式訪問の際に詳しくお話があると存じます。 

ロータリーは戦略計画、未来の夢計画の実施等 

の大きな変化の時期にあります。そのため RI、地 

区からあふれる情報がもたされていますが、クラ 

ブ、会員一人ひとりの心になかなか届いていない 

状況も見受けられます。 

情報伝達の現状を克服する必要もあります。そ 

のための会長・幹事会での的確な情報の伝達を目 

指します。同時にクラブ間での情報交換がスムー 

ズになり、活動やプログラムが進むように橋渡し 

ができるようにすることも、重要であると思いま 

す。しかしながら、まだまだ理解の浸透度は低い 

と感じます。 

さまざまなセミナーを通じて、またグループ内 

での会長・幹事会やクラブ間の交流を通じて、多 

くのクラブが奉仕の実践に向けて、事業を活発化 

することを勧めたい。 

特に「会員増強・会員維持と拡大」、「奉仕の実 

践」、「公共イメージと認知度の向上」を重点テー 

マとして活動をしていただけるよう、ともに活動 

を進めていきたいと考えます。 

具体的には； 

(1)会員増強（拡大）2,500 名の地区を目指す。 

一昨年度は 2,184名のスタート⇒40名弱の純増

の予定＝2,220 名位？ ＋280 名をこの数年で

達成したい。 

（280名÷63クラブ＝各クラブ 4～5名の純増） 

    ＊相模原中 RCにおかれましては、3名の純増を目 

指しています。ぜひ目標以上の増強に向けての 

活動をよろしくお願いいたします。    

(2)Ｒ財団を通じた人道的奉仕の充実＝未来の夢 

計画の推進 

  今年度は、未来の夢計画の実践の初年度となり 

ます。既に今年度の計画は決定し、様々な財団 

の資金を基にした奉仕事業が、計画されていま 

す。我々の 4～5グループの Bブロックでは、 

７つの事業が地区補助金の対象となりました。 

そして第 5グループでは相模原、中、グリーン 

の 3クラブがその対象となっております。 

相模原中 RCにおいては新地区補助金を活用 

 

 

 

して、「セラピー犬と介護施設慰問」を年 4回 

実施ということで事業を進めています。 

その他、海外のクラブとの合同での奉仕事業 

を始め、積極的に奉仕プロジェクトを実施して 

います。現在の事業を基礎として、今後も補助 

金対象の奉仕プロジェクトに、チャレンジして 

いただきたいと存じます。 

新地区補助金を活用したクラブの奉仕プロジ 

ェクトを推進するため、その財源はクラブ会員 

のロータリー財団への寄付です。より良い奉仕 

活動の結果が公共イメージの向上に繋がること 

であり、そのための活動資金としてロータリー 

財団寄付の支援をお願いするものであります。 

具体的には、ロータリー財団年次寄付を会員 

1名当り 200ドル以上の目標を掲げています。 

また加えてポリオ・プラス寄付として会員 1名 

当り 40ドル以上のお願いをしています。宜しく 

ご協力をお願い致します。 

(3)米山奨学金への 1 人当り 2 万円以上の寄付目標 

(4)ロータリーファミリーを通じたネットワークの 

強化 

 新世代育成の推進＝ローターアクトクラブ、イ 

ンターアクトクラブの新設を目標。中 RCでは 

既に光明学園相模原高校インターアクトを提唱 

しています。活発なる事業の展開を今後も宜し 

くお願い致します。   

(5)その他 

・ＲＩ戦略計画の推進 

・地区研修委員会、クラブ研修委員会の充実 

・地区・クラブ役員の 18カ月活動環境づくり 

・東日本大震災復興への支援 

等の事業を考えています。 

＜クラブ協議会 概要＞ 

杉岡Ｇ補佐より：主に会員増強と奉仕活動の取り 

 組みについて報告をお願い致します。 

瀬戸会長：奉仕活動は前半に集中しており、少年 

野球支援（7月）、陽光園事業（8月）、セラピー 

犬事業（9月）が終了。特にセラピー事業は地区 

補助金を受けて、今年度は計 4回実施予定です。 

会員増強は後半に集中してやっていくつもり 

で一昨年、昨年とリストアップした候補者がお 

り、今年度はしっかりと効果を上げていきたい。 

 



  
 

          会長の時間 

   9 月に実施しま 
した「セラピー犬」 
奉仕活動ですが、 
「はあとぴあ」参 
加者皆様より、“寄 
せ書き”や“手紙” 
をたくさん頂きまし 
た。例会で披露した 
いところでしたが、 
今は麻布大学の狩野先生に、施設に依頼していま

したアンケートと一緒にお渡ししてありますの

で、また後日、ご披露させて頂きます。 
その「セラピー犬」奉仕活動ですが、第 2 回目 

を 11/17 に予定、と連絡しておりましたが変更す 
る事となりました。先日、次回の訪問先「シルバ 
ータウン相模原」に狩野先生と打合せにいきまし 
た。話をお聞きすると、その施設には 170 名の利 
用者がおり、奉仕活動の参加を募ったところ、約 
120 名の参加希望があったそうです。前回(はあと 
ぴあ)の 4～5 倍の人数です。 

9 月の奉仕活動に参加された会員の方々はお判 
    りですが、これではプログラムを変更せざるを得 

ません。せっかく実行しても、犬に触れられない 
方や、待ちきれない方が多発してしまう状況で、 
いろいろ検討の上、同施設にて 2 回、活動を行う 
事になりました。 

麻布大学側は、11 月以降は何かと忙しい時期で 
スタッフが揃え難いとの事。一方、施設側は何時 
でも良いとの見解でしたが、インフルエンザ等が 
流行し始める前が好ましいとの事。という事で、 
私の一存で、11/10(日)と 11/17(日)の 2 週に亘っ 
ての実施となりました。 

まだ理事会での協議はしておりませんが、奉仕 
    プロジェクト委員長・副委員長には内諾を頂きま 
    した。せっかく行うのであれば、より多くの方に 
    体験して頂き、たくさんの笑顔を見たい。そんな 
    想いで日程変更をしたいと思います。次回訪問す 
    る施設は、参加会員が全員車でも駐車 OK だそう 
    です。当日はメイク扱いの予定ですので、奮って 

のご参加、宜しくお願い致します。 
 

 
 

 
     
●杉岡 芳樹ガバナー補佐（相模原ＲＣ） 
 本日はガバナー補佐訪問ということでお伺い致 
 しました。よろしくお願い致します。 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①杉岡ガバナー補佐、ようこそお越し下さいまし 
 た。本日はよろしくお願い致します。 
②職業ショートスピーチの菊地さん、楽しみにし 
 ています。 
●菊地 啓之会員 
①杉岡ガバナー補佐、本日のクラブ協議会宜しく 
 お願いします。 
②昨日は地区のゴルフ大会に出席して参りました。 
 天気は良かったのですが、スコアーは・・・ 
●神田 達治会員、佐々木 裕会員 
①杉岡ＡＧ、宜しくご指導お願い申し上げます。 
②菊地さん、ショートスピーチ楽しみです。 
●竹田 繁会員、西島 満会員 
①杉岡ガバナー補佐、ようこそ。 
②昨日は 2780 地区ゴルフコンペに丸子さん、菊 
 地さんと我々（竹田・西島）で参加してきまし 
 た。順位はさておいて、竹田と西島が飛賞をゲ 
ットしてきました！ 

●江成 利夫会員 
①杉岡ガバナー補佐、宜しくお願いします。 
②ショートスピーチの菊地会員、宜しくお願いします。 
●川合 貞義会員 
 杉岡ガバナー補佐ようこそ。本日はご苦労様で 
 す。ロータリーの本質をしっかり多方面から、 
 伝達・教育して下さい。 
●伊倉 正光会員 
①杉岡ガバナー補佐、本日はご苦労様です。 
②菊地さん、ショートスピーチ宜しくお願いします。 
●阿部 毅会員 
①杉岡ガバナー補佐、本日はお役目ご苦労様です。 
 宜しくお願いします。 
②菊地会員、ショートスピーチ楽しみです。 
③地区大会、都合で欠席します。申し訳ありません。 
●最住 悦子会員 
 菊地さん、ショートスピーチ楽しみにしています。 

本日のスマイル額 １６，０００円 
        今年度の累計額 ３３７，１００円 



     

 

   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①「地区会員増強・会員維持情報交換会」兼「年 

代別・男女別クラブ会員数調査協力のお願い」 

     昨年度「輝く女性の集い」を開催しましたが、 

その趣旨を拡大し、今年度は表記の情報交換会 

     及び名刺交換会を開催致しますので、下記要件 

の会員の出席をお願い致します。 

     日時：11月 30 日（土）15:00～17:00 

場所：ホテル・オブ・ラファエロ湘南迎賓館   

会費：3,000 円  登録締切：11月 1日 

     内容：情報交換・名刺交換会（会社の名刺で可）       

 出席会員の要件：①女性会員 ②49才以下の若 

手会員 ③75才以上の経験豊富な会員 

     各クラブ①、②、③から１名づつで最多 3 名、 

いずれも対象会員がいないか、都合がつかない 

場合は、会長・幹事・会員増強委員長のどなた 

か 1名の出席を要請します。また今後のデータ 

として、各クラブ年代別・男女別会員数を調査 

票に記入の上、ご返信下さい。 

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 

     ゲスト    ガバナー補佐 杉岡 芳樹君 

                   （相模原ＲＣ） 

例会プログラム 

１１月 ５日「ガバナー公式訪問」 

      相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐 

      12:30～13:30例会・ガバナー卓話 

      13:30～14:30頃 懇談会 

   １２日ゲスト卓話（予定） 

      定例理事役員会 

             

●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 

 

 

＜職業ショートスピーチ＞ 

菊地 啓之 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

会社名は「株式会社ミキ」で、市役所の裏にあ 

ります。職業分類は贈答品販売で、冠婚葬祭が主 

です。創業して 38年になりますが、当時はゴル 

フやボーリングが盛んだったので、その景品など 

が主でした。そのうちに葬儀の香典返しなどを取 

り扱うようになり、現在は葬儀社とタイアップし、 

他にも結婚式場に参入し、取扱い品目は何でもあ 

りで古物商の免許も持っております。 

 この業界では行事ごとが必ずありますが、特に 

大きいのはお中元・お歳暮の時期です。会社関係 

もですが、最近は各家庭の注文にも重点をおいて、 

例え 1品でもお届けしていますし、配送も町田市 

から綾瀬市辺りまで行っています。 

 昔からの仕来たりや形式が、今は簡略化されて 

きて結婚式も挙げなくなったり、葬儀も家族葬が 

多くなり変化しています。また最近はカタログギ 

フトなどが売れています。  （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://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９１．６７％ １００％ 

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

