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11 月 5 日 №17 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

第 2780 地区ガバナー 

地区では神田会員、加賀会員を始め地区委員 

の方々にもお世話になっております。また先日 

26・27日の地区大会は、お陰様で無事終了する 

ことができました。2つの大きな台風が来てい 

て、どうなることかと思いましたが、予定通り 

やらない訳にはいかず、前日まで準備に追われ 

ていました。車利用を考えての駐車場の手配や 

電車の確認など万全を期していましたが、2日 

目の本会議では晴れ間も出て、関係者一同で良 

かったと喜びました。 

 さて、私が公式訪問で大事にしていることは 

まず会長・幹事との意見交換だと思っておりま 

す。いろいろな問題や意見もあるかと思います。 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相澤 光春（ふじさわ湘南 RC） 

例会後の懇談会も大事な時間ですので、皆様の 

ご出席をお願い致します。 

本年度の RI 会長テーマは、ご高承のとおり 
「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 
でございます。ロン D.バートン RI 会長は米国 
オクラホマ州出身で、1947 年生まれですので、 
私とは 1 才違いの大変若い RI 会長で、職業は 
弁護士です。 
 私も今年 1 月に米国・シカゴの国際協議会で、 
ガバナーの研修を受けましたが、今年度の RI 
テーマを聞いて、ロータリーの公式標語「最も 
よく奉仕する者、最も多く報いられる」に相通 
じるものがあるように感じました。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 
ロータリーはあらゆることが“中核となる価値 

観”を土台として、またベースとして、３つの優 
先項目（実践計画の目標）が示されております。 
①クラブのサポートと強化 

    ②人道的奉仕の重点化と増加 
    ③公共イメージと認知度の向上 
     私は 3 つの優先項目の内、「公共イメージと認 

知度の向上」を取り上げさせて頂きました。アン 
ケート調査を実施したところ、ロータリーが何を 
しているのか、良く分からない方々が大変多いと 
いう結果がでており、いろいろな方々にもっとも 
っとロータリーを知ってもらいたいと、必要性を 
を痛感致しました。 

そして「公共イメージと認知度の向上」の中に 
は更に、5 つの項目が掲げられています。 
・イメージブランド認知を調和させる 
・行動を主体とした奉仕を推進する 
・中核となる価値観を推進する 
・職業奉仕を強調する 
・クラブにおけるネットワーク作りの機会並びに 

クラブ独自の主な活動について、周知を図るよ 
うクラブに奨励する 

    となっており、この 5 つの項目を推進していきた 
    いと存じます。中核となる価値観（奉仕・親睦・ 

多様性・高潔性・リーダーシップ）を土台として、 
奉仕の実践を推進し、公共イメージと認知度の向 
上を図りたいと思います。どうぞ、ご理解の程お 
願い申し上げます。 

     先日8 月3 、4 日の「厚木鮎まつり」ではブー

スを出して、多くの方々に国際ロータリーが1979 
年に、フィリピンの600 万人の子供達にポリオの

予防接種活動を始めて以来、ポリオ撲滅まであと 
少しとなり、「エンド・ポリオ・ナウ」をPRし、。

このブース出店のメディア対策として、ジェイコ

ム（湘南）グループに取り上げて頂きました。 
最後に「親炙（しんしゃ）の心」についてお話 

しさせて頂きます。私は若い時から「親炙」とい 
う言葉を大切にしてまいりました。私も人と出会 
う事が多くあります。誰もが限られた時間の中で、 
限られた範囲の中で人生・時間が過ぎています。 

この過ぎ去っていく、この「時空」は自分自身 
にとって、どう生かされているのか、生きている 
 

 
 

のかを考えて見ますと、出会った方々がそれぞれ 
魅力があり、人間味をお持ちの方々です。それぞ 
れの職業や地域でリーダーシップを兼ね備えてい 
る方々でございます。 
この出会いを大切にすることにより、刺激を受 

け、感化されることが多くあります。この刺激・ 
感化することにより、自分自身の人生、とりわけ 
生き方に変化をもたらしてくれます。 
多くの人と出会い、相互に影響し合い、研鑽で 

きることが「親炙の心」であり「ロータリーの心」 
に通じることだと存じます。心で見つめ・考え・ 
行動しながら、地域や世界にかなった生き方を皆 
さんと一緒に創っていきたいと存じます。 
 2013～14年度は積極的に率先し、自からが模範 
となり、地域において活発に多くの人に出会い、 
実践しようではありませんか。 

（一部、概要にて掲載） 

＜ガバナーとの懇談会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（紙面上、詳細は割愛にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「会長の時間」は次週号に掲載します 

 



  
  

 
     

●相澤 光春ガバナー（ふじさわ湘南ＲＣ） 
 公式訪問にお伺い致しました。本日はよろしく 
 お願い致します。 
●杉岡 芳樹ガバナー補佐（相模原ＲＣ） 
 本日は、ガバナー公式訪問例会にお伺い致しま 
 した。よろしくお願い致します。 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
 相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそお  
越し下さいました。相模原中 RC 一同、お待ち 

 しておりました。本日は宜しくお願いします。 
●神田 達治会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、本日はご指 
 導よろしくお願い致します。 
②誕生日祝、ありがとうございます。 
●松尾 秋夫会員 
 誕生日のお祝を戴き、有難うございます。今月 
 28 日が誕生日ですが、いよいよ後期高齢者の仲 

間入りです。これからも健康に気をつけて参り 
ます。 

●佐々木 裕会員 
     私の誕生日をお祝い頂き、有難うございます。 
     お陰様で元気で 84才を迎えることが出来ました。 
    ●甲斐 美利会員 
    ①相澤ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 
    ②過日は結婚記念日祝いを有難うございました。 
    ●永保 固紀会員 
     相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそ。 
    ●中里 和男会員 
     相澤ガバナーの公式訪問を祝して。 

●加賀 治夫会員 
     相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐をお迎えして。 
     本日はご苦労様です。 

●菊地 啓之会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、本日の公式 

     訪問、よろしくお願い致します。 
②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそい 

     らっしゃいました。 
②11 月お誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

 

 
 
 
 
●小野 孝会員 
①ガバナー公式訪問ご苦労様です。今日はガバナ 
 ーに「親炙（ｼﾝｼｬ）」して、年に 1 度の公式訪 
 問を楽しみにしていました。宜しくご指導の程、 
 お願い申し上げます。 
②会員誕生日祝の神田さん、佐々木さん、松尾さ 
 ん、おめでとうございます。 
●竹田 繁会員、西島 満会員、早川 正彦会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそ。 
 これからも宜しくお願い致します。 
PS.タイ国際大会の時には飛行機で隣の席になり、 
  お世話になりました。（西島） 
●黛 裕治会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそい 
 らっしゃいました。 
②櫻内さん、スピーチ楽しみにしています。 
③11 月誕生日の皆様、おめでとうございます。 
●老沼 秀夫会員 
①相澤ガバナー、公式訪問有難うございます。 
 卓話楽しみにしております。 
②神田さん、佐々木さん、松尾さん、誕生日おめ 
でとうございます。変らず元気で頑張って下さい。 

●阿部 毅会員 
①相澤ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 
②会員誕生日お迎えの皆様おめでとうございます。 
③櫻内会員のショートスピーチ、楽しみです。 
●江成 利夫会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、ようこそい 
 らっしゃいました。 
②ショートスピーチの櫻内さん、よろしくお願い 
 します。 
③11 月誕生日祝の方々、おめでとうございます。 
●櫻内 康裕会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐、本日はよう 
こそ。 

②会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
①相澤ガバナー、杉岡ガバナー補佐お疲れ様です。 
②11 月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
    今年度のスマイル累計額 ３７０，１００円 
 



 

 

    ＜職業ショートスピーチ＞ 

   さ櫻内 康裕 

     本日はガバナー公式 

    訪問日に私のショート 

    スピーチということで 

    大変光栄です。 

     私の職業分類は総合 

    建設業－工務店で、ビ 

    ル・公共建築・住宅な 

    どを扱っています。 

     以前に卓話で「地熱の家について」お話しまし 

たが、現在 2件施工しており、1件は住宅、もう 

1件はかまぼこで有名な“鈴廣”のレストランで、 

国の補助金を利用しています。地熱は、環境に優 

しい住宅です。 

 アベノミクス効果で、建設業は景気が良いだろ 

うと言われますが、思っているよりは・・。今年 

は入札物件も当りませんし、建築費も高騰してい 

ます。また今年は台風の当り年で、建設は強風・ 

大雨に弱く、足場を外したり、養生したりで大変 

です。更に、電線の泥棒も多発しています。私の 

会社も被害に遭って、自然災害と泥棒の 2つの対 

策策が必要になりました。   （概要にて掲載） 

  

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ガバナーより地区大会のお礼状が届きました。 

                    （回覧にて） 

      例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「小田原屋」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

     ゲスト    相澤 光春ガバナー 

            杉岡 芳樹ガバナー補佐      

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神田 達治会員 １１月 １日 

・佐々木 裕会員 １１月２６日 

・松尾 秋夫会員 １１月２８日 

＜お祝ショートスピーチ   松尾 秋夫＞ 

誕生日祝も貰うたびに 

喜んで良いのかと思うよ 

うな年になりました。 

11月の誕生日で後期高齢 

者の資格ができますが、 

100才現役が願望で、毎 

朝歩いています。少しで 

も 100才現役まで元気で 

やれるように努力しています。（概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

１１月１２日ゲスト卓話 安藤 嘉章氏 

              （南極越冬隊員） 

      定例理事役員会 

   １９日卓話 伊倉 正光会員 

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://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 ２３名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８５．７１％ １００％ 

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

