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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

  

 瀬戸会長（議長）： 

これよりクラブ細則第 5条 1節により、次年度 

理事役員承認のための年次総会を行います。細 

則第 5条 3節により、総会の定足数は「会員総 

数の 3分の 1」とあり、本日の出席者は 24名に 

より本総会は成立します。では、甲斐指名委員 

長より指名委員会の経過報告と、次年度理事役 

員候補者の発表を宜しくお願い致します。 

甲斐指名委員長： 

今年も早いもので、もう 12月となり指名委員 

会による次年度理事役員の発表となりました。 

私が所要で委員会に出席できなかったため、丸 

子副委員長に依頼して、委員会で協議しました。 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（概要にて掲載） 

 では指名委員会の経過報告ですが、黛会長エ 

レクトとも打合せをし、11月 19日例会終了 

後に指名委員会を開催して、候補者を選出し、 

11月 26日の臨時理事会に報告しました。尚、 

 次年度も幹事が副会長を兼任する形となって 

おりますが、これは今後できるだけ解消する 

形で進めていきたいと思っております。 

 これより、次年度理事役員候補者のお名前を 

発表させて頂きます。＜候補者名を発表＞ 

瀬戸会長（議長）： 

 では細則第７条により、候補者承認の採決を 

行います。賛成いただける方は、挙手をお願 

い致します。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

  

全会員の挙手を確認しました。よって、全会員の 

賛成により、次年度理事役員候補者は全員承認さ 

れました。ありがとうございました。↗ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今は年次総会にて、次年度理事役員の承認 

    を頂き、ありがとうございます。私は入会して、 

７年目に入りますが、本当にこんなに早く会長職 

    になろうとは思いもよりませんでした。 

     当クラブに入会したのは、永保さんに勧められ、 

    その年度の会長でした老沼さんが一緒にこられま 

    した。お話を聞いて、何の躊躇もなく、宜しくお 

    願いしますと入会を決めてしまいました。 

     私共の幼稚園協会も狭い世界で、あまり企業人 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、次年度理事役員の方々は前列に整列して 

頂き、黛会長エレクトより次年度理事役員を代表 

して、ご挨拶をお願い致します。 

 

 

の方々とお話する機会もありませんし、私の地元 

は川崎で、相模原には知合いも少なく、せっかく 

の機会ですので、自分のプラスにしようと入会し 

た」次第です。 

 まだまだこれから勉強して、会長として恥ずか 

しくないよう頑張っていきますが、次年度も力の 

ある理事役員の方々がおりますので、大変力強く 

思っています。 

 現在の中 RCは、とても良い雰囲気で出席率も 

高く、この良さを壊さないように、会員を増強し 

ていきたく、また次年度は特に大きな事業も今の 

ところ考えておりません。クラブ運営の会計も厳 

しい状況が続いていますので、その中でできる事 

をやっていきたいと思います。 

 私は、楽しくなければと思いながら仕事をして 

いますので、ロータリーでもお互いに高め合って 

いきたいと思います。どうぞ楽しい一年、すてき 

な一年になりますよう、会員皆様にはご協力を宜 

しくお願い致します。 

（概要にて掲載） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

＜２０１４～２０１５年度理事役員名＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ 12 月です。色々と気忙しい時期とな 

りました。仕事(本業)の方は相変わらずドタバタ 

としており、帳簿上反映しない忙しさ？ばかりで 

苦慮しております。先程も「例会に行ってくる」 

 

 

 

と言いながら、背広からわざわざ作業着に着替え、 

家内に「何処へ行かれるの？」と笑われました。 

冗談のような話しですが、悲しくも事実でした。 

塗装屋だけに焼きが回ったのかもしれません・・。 

 本日は年次総会を執り行います。早くも次年度 

の体制を決める時期となりました。そう言えば、 

会長の時間も早や 20 回目となり、改めて「早か 

った」という気持ちと「あと 20 回以上話すの？」 

という複雑な心境と、「たいした話は出来なかっ 

たな～」という後悔の念が否めません。  

ある方から『会長たる者、ロータリーに関する 

事を話すよう心掛けよ。』と聞いた事があります 

が、なかなか難しく、言えるとしたら「ロータリ 

ーの友情に免じてお許し下さい」ぐらいです。 

 先週の例会で報告しました「フィリピンへの支 

援」ですが、12 月 3 日分の募金は 7 万円強とな 

っております。前回の理事会では《目標 10 万円》 

で、不足分は奉仕会計より充当する事を決議しま 

したが、その後、「20 万円は渡したい」という意 

見もあり、本日の理事会で協議致します。 

台風 30 号がフィリピンを直撃して約 1 ヶ月が 

過ぎ、1 万人を越える方々が亡くなられ、行方不 

明者は今も尚、増え続けているそうです。2 年前 

の東日本大震災では、約 1 万 5 千人の死亡と 2 千 

人の行方不明者でした。それに匹敵する惨事にな 

ってしまいました。当時、海外からいち早く援助 

にきたのがフィリピンの医療チームだった事を思 

い出し、この事を踏まえ「出来るだけの事をして 

あげたい」と個人的な思いではありますが、皆様 

のご支援を賜りたいと存じます。 

12 月 9 日に金澤会員にクラブを代表して、直接、 

先方のマカティー･ポブラシオン RC に手渡して頂 

くよう打合せも大方出来ており、被災地の学校関係 

(小学校のリハビリセンター)の修繕に寄付をする事 

になっているそうです。  

 また先月、米山奨学会への寄付もお願いしました 

が、若干、目標額に届いていません。寄付の依頼ば 

かりで恐縮ですが、「ロータリーの友情に免じてご 

容赦下さい」      （一部、要約にて掲載） 

 

      役 員（○印は理事兼務） 

○会 長 黛  裕治 

○会長エレクト 豊岡  淳 

○副会長 櫻内 康裕 

○直前会長 瀬戸 裕昭 

幹 事 櫻内 康裕 

会場監督 甲斐 美利 

会 計 竹田  繁 

（副幹事） 最住 悦子 

理 事 

クラブ管理運営委員長 西島  満 

会員組織委員長 老沼 秀夫 

奉仕プロジェクト委員長 丸子 勝基 

Ｒ財団・米山委員長 佐々木 敏尚 

クラブ広報・雑誌委員長 早川 正彦 



 

 

     

 

●高橋 正之君（相模原グリーンＲＣ） 

     地区補助金管理委員会の件で伺いました。今年 

     からのことで、手探りでマニュアルを作りまし 

     たので、ご迷惑をお掛けしております。宜しく 

 お願い致します。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①本日お祝の川合会員、黛会員、加賀会員、おめ 

     でとうございます。 

②竹田会員、ショートスピーチ宜しくお願いします。 

③甲斐指名委員長、本日の年次総会よろしくお願 

いします。 

●加賀 治夫会員 

     お祝を有難うございます。またまた来てしまい 

     ました！ 

●川合 貞義会員 

     あと 8 日で 78 才です。老いて増々元気で生き 

     たいですね。そして、“ぴんぴんコロリ”とい 

     きたいものです。でもゴルフだけは長くやりた 

     いですね。今後共、宜しくお願いします。 

●横溝 志華会員、竹田 繁会員 

     本日誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●黛 裕治夫会員 

     12 月の会員誕生日祝お祝の川合さん、加賀さん 

おめでとうございます。本日はいろいろと有難 

うございます。私の年も一つ多くなります！ 

●永保 固紀会員 

     寒くなりました！ 

●老沼 秀夫会員 

     会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

     風邪をひかないようにして下さい。 

●中里 和男会員、最住 悦子会員 

     12 月会員誕生祝の皆様おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①甲斐指名委員長には本日はご苦労様です。 

②竹田さん、職業ショートスピーチ楽しみにして 

います。 

③誕生日祝の方々、おめでとうございます。 

 

 

 

●甲斐 美利会員 

①皆さん、こんにちは。12 月に入り、めっきり 

 寒くなってきました。 

②二週連続で休んでしまい、スマイルします！ 

●櫻内 康裕会員 

①久し振りの例会出席になります。今日は豊岡幹 

 事の代理ですが、宜しくお願いします。 

②誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●菊地 啓之会員 

①誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②職業ショートスピーチの竹田会員、宜しく。 

●阿部 毅会員 

①竹田会員、職業スピーチ宜しくお願いします。 

②会員誕生日の川合会員、黛会員、加賀会員の皆 

様おめでとうございます。どうか、お健やかに 

お過ごし下さい。 

③先週は業務主張で台湾に行き、メイクの梯子を 

 してきました。別途、報告致します。 

●江成 利夫会員 

①ショートスピーチの竹田会員、宜しくお願いします。 

②本日誕生日の川合会員、黛会員、加賀会員おめ 

でとうございます。 

今年度スマイル累計額 ４５２，１００円 

     

＜理事会報告＞ 

①年末家族例会の予算案について 

 料理単価アップにより、クラブ負担増になる為 

 アトラクション予算を削除。その他は前年度同 

様に行う。 

②年末・年始の例会プログラムについて 

 12月 31日と 1月 7日は例会取止めとする。 

 1月 14日は新年例会「夜間例会」とする。 

18:30点鐘 小田原屋にて。会費 5,000円 

③フィリピン支援金の件 

 募金額 11/26日分 87,000円、12/3日 34,000円 

 計 121,000円。国際奉仕予算より 79,000円の 

 支出承認し、計 200,000円とする。 

 金沢会員が 12月に現地のマカティ・ボブラシオン 

 RCに直接届ける。 



 
 

     

竹田 繁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

私の職業分類は、建設部門で「内装工事・建築 

    装飾」という立派な肩書きになっていますが、い 

    わゆる一般建築に携わっている“左官屋”です。 

     左官屋とは、ビルやマンション、老人ホームや 

学校施設など、建物の壁や床などを塗って仕上げ 

る職業で、壁の下地やタイル貼りなども行います。 

 最近、ちょっと面白い仕事がありました。今は 

少なくなった“蔵”の建物で、漆喰仕上げ、京壁 

の純和風建築で、こういったものは大変やりがい 

があります。 

 私の会社では元請けはありません。ほとんどが 

工務店や建設会社からの下請けですが、もし何か 

ありましたら、ぜひご用命下さい。 

（概要にて掲載） 

     

＜台湾の RC へのメイク報告＞ 

阿部 毅 

     先週、会社の出張で台湾に行き、２カ所のロー 

タリークラブにメイクしてきました。 

１つは、皆さんが良くご存知の米山学友の郭先 

    生が創立された「台中文心 RC」です。現在の会員 

    数は 63名で内、女性会員が 14名、米山学友が 6 

    名いますので、日本語には全く問題がありません。 

平均年齢が 47才と大変若いクラブです。 

このクラブの例会は毎週水曜日で、夜間例会で 

    すが、例会時間は 2時間です。18:30～19:30が食 

事、19:30～20:30が例会となっていますが、台湾 

では 2時間の例会が通例になっています。 

 

 

 

2016～17年度には初の女性会長のもとで、創立 

10周年を迎えるので、その時には、ぜひ中 RCか 

らもご参加頂ければということでした。 

○米山学友出身の会員の皆さんと 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

もう１つは台湾で唯一、日本語で例会を行って 

いる「台北東海 RC」です。会員が 43名で、米山 

学友が 14名、日本人会員も 5名いて、公用語が 

日本語です。 

 こちらの例会日は毎週木曜日で、12:00～13:00 

が食事、13:00～14:00が例会で、会場は台北ロイ 

ヤルホテルです。毎回、メイクアップする日本人 

ビジターが 5名位いて、当日の卓話も中国語を全 

て日本語に通訳してくれました。 

 言葉の問題を考えると、安心してメイクできる 

クラブですので、台湾に行かれた折にはぜひ参加 

してみて下さい。当日の写真や資料がありますの 

で、回覧致します。 

○台北東海 RC の例会場 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員会報告－国際奉仕委員会＞ 

早川国際奉仕委員長 

 先週はフィリピン支援金の募金にご協力頂き、 

有難うございます。恐縮ですが、本日もう一回だ 

け募金箱を回しますので、ご協力をお願いします。 

  



 

 

報告事項   

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2014～15 年度地区補助金申請について 

     次年度の提出に向けて、準備されているクラブ 

はガバナー補佐並びに地区補助金委員会宛に、 

提出をお願い致します。  

提出期限：12月 1日～12月 15日 

②米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内 

     米山奨学生と学友が、自ら作った料理を味わい 

ながら、楽しいひとときを過ごして頂けるよう 

企画しておりますので、世話クラブより会長・ 

米山委員長・カウンセラーの皆様に、ご出席を 

お願い致します。 

 日時：12月 14 日（土）13:30～開会 

 場所：小田原市「梅の里センター分館」 

     会費：3,000円  登録締切：12 月 9日 

③第 1 回新春 新世代交流ボーリング大会ご案内 

     インターアクト学友主催のボーリング大会を 

開催しますので、ご出席をお願い致します。 

日時：2014 年 1月 19 日（日） 

13:30～ボーリング 15:45～懇親会・表彰式 

場所：江の島ボウル 会費：500 円（2ゲーム、 

貸シューズ代） 登録締切：12 月 13 日 

 

※移動例会「年末家族会」出欠表を回覧しており 

ますので、12/17 日例会までに、ご記入をお願 

い致します。 

       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  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

     ビジター   高橋 正之君（相グリーン） 

            李 爽君  （相グリーン）  

             

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義会員 １２月１１日 

・黛  裕治会員 １２月２７日 

・加賀 治夫会員 １２月２９日 

＜お祝ショートスピーチ     黛 裕治＞ 

誕生日祝、有難うございます。今月で 52才 

になります。以前に聞いた話ですが、昔は 50 

才以降の生はなく、今の 50才以降は技術が生 

み出した人工生命体ということでした。私も今 

いろいろな薬を飲んでいますが、年を取るごと 

に少しづつ減らしていきたいと思っています。 

（概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

１２月１０日ゲスト卓話 さがみはら産業創造センター 

専務取締役 山本 満氏 

   １７日卓話「Ｓ社と出会って、45年」 

       丸子 勝基会員 

 ２４日→２１日（土）移動例会「年末家族会」 

     18:30～点鐘・例会 18:50 頃～パーティ 

     「センチュリーホテル相模大野」 

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 ２４名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．３０％ １００％ 

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

