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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 
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 会 長 

      始めに、今年度後半での大まかな予定をご報 
告致します。 
1 月：クラブ協議会「後半の活動にむけて」 
2 月：2/14～15 日「第 6 回 新会員の集い」 
現在、第 5Ｇからの参加者ゼロとの事。 
1/22 日(会長幹事会)までに、エントリー希望。 

3 月：3/8 日(土) I.M 開催「ラポール千寿閣」 
 ホストクラブは相模原大野 RC、テーマは「青 
少年が夢を語る。言葉にすれば夢は叶う」 

・3/12 日 PETS 開催 黛会長エレクト、宜しく 
お願いします 

・3/29～30 日 インターアクト一泊研修会。  
加賀委員が参加予定 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀬戸 裕昭 

4 月：4/20(日)地区協議会  

次年度理事役員の皆様、宜しくお願いします。 
5 月：支援級在籍児親の会「わたげ」セラピー 

犬奉仕活動を実施予定（麻布大学合同） 
 詳細は決定次第、連絡（6 月の可能性あり) 
6 月：6/1～4 日 シドニー国際大会 
 クラブ参加は見送り、個人参加と致します。 
・6/17 日 クラブ協議会「今年度活動のまとめ」 
・6/24 日 年度最終例会（詳細未定） 
 
その他に、3/31～4/3 日にフィリピンのマカティ 

ーポブラシオン RC 来日に伴う催しを開催予定。詳 
細は関係会員と打合せ後、報告させて頂きます。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 
また 4/5（土）～6（日）、第 5 グループ合同事 

業「第 41 回 相模原市民桜まつり」参加)がありま 
す。10 クラブで時間割を分担して、「End Polio  
Now」や RC の PR を実施します。各クラブの分 
担金は 10.000 円を予定し、ポスター掲示や募金 
活動等行う予定。幹事クラブは、相模原グリーン 
RC です。こちらも詳細が決まり次第、ご報告さ 
せて頂きます。 
 そして重要課題として「会員増強」があります。 
前半に動作を取らなかった分、後半に重点的に行 
う予定です。早急に増強委員会の前々年度豊岡委 
員長、前年度最住委員長、甲斐現委員長と打合せ 
を行い、活動方法を決めたいと思います。情報集 
会、個々の集会等、あらゆる手段を講じて活動し 
続け、とにかくレスポンスよく会員皆様と強調を 
図り、推進して参りたいと思います。 

     もう一つは「経費節減」です。今一度、経費を 
確認して、抑えるところはシッカリ抑えたいと考 
えております。その都度、理事会で諮り「やれる 
ものはヤル」を実行して行きます。 
会員を増やすか、経費を削るか。いずれも成し 

得ない場合、年会費を増やすしかありません。真 
剣に取り組みたいと思います。 
 では各委員会より上期を振り返って、そして下 
期に向けての活動の発表をお願い致します。 

＜各委員会より報告＞ （以下、概要にて掲載） 

○クラブ管理運営委員会－菊地委員長  
  上半期が終って、ひと安心しました。本日か 
 ら例会場も市民会館に戻り、落ち着きました。 
まだ備品類が揃っていないようなので、順次、 
持ち運びします。 

  スマイルは上期で約 53 万円になり、目標を 
 オーバーしていますが、後半も 100 万円に向け 
て、ご協力を宜しくお願いします。出席率も高 
く、上期では 100％出席を 14 回達成しました 
ので、また表彰状を貰えるようにしたいとと思 
っています。例会プログラムは、後半もスムー 
ズにいくよう努めていきます。 

○姉妹クラブ－江成委員長 
  昨年 8 月には千曲川 RC とのバーベキューを、 
 秋には会員有志で“りんご狩”に行きました。 
 

 
 

千曲川 RC からは相模原へも一度行きたいと 
いうことを伺ったので、鯉のぼりや納涼花火な 
ど考えてみましたが、次年度に向けて何か検討 
していきたいと思っています。 

○会員組織委員会－甲斐委員長 
  前半は成果がなくて、良い報告ができません。 

会長・幹事とも何人かアプローチしてみました 
が、良い返事が貰えませんでした。 
今は主要な職業の世代が若返っていて、IT 関 

係などの職種に対し、攻めあぐねています。後 
半に向けて、新しい職業分類の方なども検討し 
ていきたいと思います。 

○Ｒ情報委員会－金沢副委員長 
  昨年 7～8 月にＡ・Ｂの各グループで 1 回づ 
 つ行いました。下期にも、もう 1 回づつ予定し 
 ています。前回はＡはベテラン会員、Ｂは若手 
 会員を中心にグループ分けしましたが、下期は 
 また構成を検討してみます。 
○国際奉仕・職業奉仕－早川委員長 
  ほぼ活動計画書に沿って、実施してきました 

が、日韓会議は龍仁 RC 周年式典に参加したた 
め、日程上、取り止めとなりました。 
今年 6 月のシドニー国際大会は、個人参加で 

の対応をお願い致します。またフィリピンのマ 
カティボブラシオン RC が 3/31～4/3 日で相模 
原に来る予定です。現在、メールで連絡を取り 
合っていますので、まだ詳細は後日報告します。 

○Ｒ財団・米山委員会－横溝委員長 
  ロータリー財団の寄付は何もしていない内に、 
 半年が過ぎてしまいましたが、今年 2～3 月頃 
 にかけて、寄付のお願いをしたいと思いますの 
 で、どうぞ宜しくご協力下さい。 
  米山寄付もまだ目標額は達成しておりません。 
 あと 7～8 名（1 人 2 万円）位にご協力頂けれ 
 ば達成できますので、よろしくお願い致します。 
○瀬戸会長 
  後半に向けて、会長としては会員増強の一点 
のみです。前半期では水面下の動きも特にして 
いなかったので、早急に前々年度・前年度・現 
年度の会員増強委員長と打合せを行います。 
まずは目標として、クラブ創立時の会員数 33 

名を目指していきます。↗ 
 



 

      

また、会員からも増強方法の提案などもありま 

したので、ロータリー情報委員会とも話し合って、 

どういう形で増強を進めていくのか、決めてまい 

ります。 

 同時に増強を進めながら、会計とも相談して、 

経費節減にも徹底的に取り組んでいきます。会員 

を増やすことが最重点の目標ですが、それが出来 

ない場合には、現状を考えると経費節減だけでは 

賄えず、積立金の取り崩しなども必要になってく 

るかと考えています。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     「例会場について」 

皆さん、こんにちは。今年から、ここ市民会 

館での例会に戻る事となりました。久々に来て、 

この会場の広さに圧倒されそうです。なにせ、 

私は会長職就任時から、「敦煌酒楼」での例会 

でしたので、あのサイズ(チョッと手狭)でずっ 

と来ていたものですから、少々戸惑っておりま 

す。まあ、2～3 回ぐらい使用すれば慣れてくる 

とは思いますが、親睦委員会の皆さん、広くな 

った会場のセッティング、宜しくお願いします。 

      その「例会場」の話ですが、以前のような予 

約が出来ません。現在、月初(1 日)に抽選会があ 

り、当クラブも言わばオープン参加で、他団体 

と一緒に行っております。江成事務局や菊地親 

睦委員長に、毎月 1 日に朝 8:30 に受付をして、 

抽選会に参加してもらっている現状です。 

 

 

 

今日の予約は、昨年の 7 月の抽選会に遡ります。 

（6 カ月前の予約制） 

たまたま“火曜日の昼間”も幸いし、今年の 6 

月末までは、この「あじさいの間」が取れており 

ます。次年度（黛年度）7 月の予約も、1 月 4 日 

に抽選会に参加して確保できています。  

しかしながら以前のように、相模食品による融 

通も利きませんし、(食事も値段の割りに…という 

声もあり)、変更の場合はキャンセル料もしっかり 

取られるらしいので、うかつにプログラム変更や、 

会場変更ができません。当面は手間や経費が掛か 

りそうです。 

ついては、とりあえず次年度（7 月～）からの 

例会場の予約は、隣の「けやきの間」との併用を 

考えております。これは単に、室料が半額という 

ことと会員数を考慮しての事です。 

相模原グリーン RC は毎週金曜例会で、人気の 

曜日でもあり、会員数も 50 名以上で「あじさい 

の間」以外は収容不可のため、市民会館に戻れな 

いそうです。当クラブは、その辺は救われました 

が、こちらも強豪ライバルがいまして、同日同時 

間帯を希望する他団体（民謡クラブなど）とのマ 

ッチアップとなりそうです。 

よって、次年度は例会場が月毎に変更する可能 

性がありますので、お気をつけください。と言う 

わけで「予算」的にも、より良い会場があれば、 

市民会館にこだわらず変更するべきと、現段階で 

は個人的に考えております。皆様より有益な情報 

があれば、ご連絡をお願いします。 

 後半戦は、いろいろと考えて動かなければなり 

ません。単純に「会員を増やすか」、「経費を減ら 

すか」を同時に模索して行かなければなりません。 

会員皆様のご協力無くしては成し得ません。会 

長幹事共にフル回転で対応して参りますので、宜 

しくお願いします。 

 また本日「クラブ協議会」で、各委員長には、 

ご発言を頂きます。会員皆様からもご意見、ご提 

案も合わせて、宜しくお願いします。 

 

 



 

                          

     ＜米山記念奨学会より感謝状＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     菊地啓之会員に第４回米山功労者 

     最住悦子会員に第１回米山功労者 

      ご協力ありがとうございました！ 

 

 

 

●鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

 久し振りです。今年もよろしくお願いします。 

 皆様、元気で何よりです。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①1 月誕生日祝の中里さん、ご夫人とご主人誕生 

 日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②本日の例会より、会場一新で本格稼働という感 

 じですね。宜しくお願いします。 

●中里 和男会員 

 誕生日のお祝を戴き、有難うございました。嬉 

 しくもあり、悲しくもありの心境です。 

    ●小野 孝会員 

     女房の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

     お陰様で、元気でやっております。 

    ●田所 毅会員 

     妻の誕生日お祝、有難うございます。元気で過 

     ごしていますが、お互いに健康管理が大切にな 

     ってまいりました。 

    ●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主人の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

     

 

 

●甲斐 美利会員 

 妻の誕生日祝を有難うございます。お互いに仲 

 良くやっています。 

●佐々木 裕会員、老沼 秀夫会員 

①1 月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

 いつまでも仲良くして下さい。 

②豊岡さん、職業スピーチ面白くお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日お祝を受けられる皆様、おめでとうござい 

 ます。 

●神田 達治会員 

①半年振りの例会場です。特に室内は変わってい 

 ないようですね～！ 

②本日お祝の中里さん、甲斐さん、田所さん、小 

 野さん、横溝さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員、菊地 啓之会員 

①古巣へ戻ってきました。新たな気分で後半をや 

 っていきましょう！ 

②本日、誕生日祝とご夫人誕生日祝の皆様方、お 

 めでとうございます。 

●最住 悦子会員 

①1 月のご主人・ご夫人誕生日祝の皆様、おめで 

 とうございます。 

②豊岡さん、職業ショートスピーチ楽しみにして 

 います。 

●江成 利夫会員 

①会長・幹事・各委員長、活動の報告をよろしく 

 お願いします。 

②職業ショートスピーチの豊岡幹事、宜しくお願 

いします。 

③1 月会員誕生日祝、ご夫人・ご主人誕生日祝を 

 受けられる方々、おめでとうございます。 

●丸子 勝基会員 

①市民会館に戻り、懐かしい思いです。 

②1 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②職業ショートスピーチの豊岡さん、宜しくお願 

いします。 

 



    
 

         ＜市民会館 例会場＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ８カ月振りに戻ってきました！ 

 

        ＜職業ショートスピーチ＞ 

豊岡 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     職種は、簡単に言いますと機械加工業です。 

    当クラブ会員の会社からも、お陰様でいくつか 

発注を戴いておりますが、高性能の機械を使っ 

て、切削加工を専門にやっております。 

 現在、中小企業の「ものづくり補助金」とい 

う制度があって、申請し採択されました。 

それが、麻布大学と協同で行う研究開発事業 

です。麻布大学ではご存知のように動物への高 

度な医療技術があって、人間と同じような病気、 

例えば脳腫瘍の治療などもしていますが、やは 

り人間と動物では、使用する機械も違ってきま 

すので、より使いやすい医療機械の開発などに 

一緒に取り組みたいと思っております。 

        （概要にて掲載） 

  

 

 

＜米山奨学生 王さんよりご挨拶＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。車の教習所は卒業しま 

したが、まだ免許は取れていません。来週、試 

験場で学科試験を受けます。 

私は先日、26才になりました。留学生活も残 

り少なくなり、来月 10日には卒論の発表会があ 

りますので、頑張ります。  （概要にて掲載） 

 

 

＜理事会報告＞ 

①年末家族例会 収支報告。 

 収入の部（会員・家族会費）２７７，０００円 

 支出の部（パーティ費ほか）４３０，２３２円 

 差引クラブ負担額 １５３，２３２円 

         （例会費と親睦会費にて負担） 

②上半期 収支報告 

 一般会計残高 ２９７，０１８円 

 奉仕会計残高 ９９１，７２６円 

③相模経済新聞 新年号広告協賛依頼の承認。 

 今回に限り、セラピー犬取材記事の掲載により 

 名刺広告を承認。掲載料１５，７５０円 

④例会場の件（次年度７月より）。 

 基本は「けやきの間」（定員４０名）とする。 

 会場費が「あじさいの間」の半額により。 

⑤永保会員の叙勲お祝の件。 

 会員の出席は有志とし、クラブよりはお祝の花 

 を贈る。 

⑥フィリピン・マカティボブラシオン RCの件。 

 来日予定：3/31～4/3日 詳細は後日報告 

⑥商工会議所より、小田急多摩線延伸署名の依頼。 

 署名は会員に一任し、回覧する。 

 



  

 

    報告事項  

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区資金送金（下半期分）のお願い 

本会計 7,850円、事業会計 4,150 円 

計会員一人当り 12,000円 送金締切：１月末   

②インターアクト一泊研修会ご参加のお願い 

     山梨・静岡の第 2620 地区インターアクトとの 

交流プログラムを準備しております。提唱クラ 

ブには、ご参加をお願い致します。 

     日時：3月 29日（土）～30日（日）一泊二日 

場所：七沢自然ふれあいセンター 登録料：ロ 

ータリアン宿泊 6千円、日帰り 3千円、インタ 

ー顧問 3千円、インターアクター千円 締切： 

1/31日 ※提唱クラブは、クラブ会員とインタ 

ーアクトの登録料を合わせてご負担下さい。 

③「ロータリーの友」へのご協力お願い 

6月の「趣味職業別親睦活動月間」に下記紹介 

記事を企画しておりますので、お知らせ下さい。 

1)Ｒ親睦活動グループに参加、活動している会員 

2)ユニークな同好会を持つクラブ（例：ウォーキ 

ング、温泉、ワインなど） 

 

２．米山記念奨学会より、菊地啓之会員に第４回 

米山功労者、最住悦子会員に第１回米山功労者 

の感謝状が届きました。 

例会プログラム 

     １月２８日ゲスト卓話「私の治療人生」 

          州凰堂治療院 小山 哲士氏 

     ２月 ４日卓話 田後 隆二会員 

       １１日祝日休会 

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 相模原市民会館「あじさいの間」 

〒２５２－0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員誕生日祝＞ 

・中里 和男会員 １月３０日 

＜ご夫人・ご主人誕生日祝＞ 

・甲斐 美利ご夫人 １月 ６日 

・田所  毅ご夫人 １月１０日 

・小野  孝ご夫人 １月１８日 

・横溝 志華ご主人 １月２６日 

＜会員ショートスピーチ  横溝 志華会員＞ 

 本日はお祝を有難うございます。結婚して 17 

年も経ちますと、余り会話もありませんが、先 

輩の言葉で、会話も少なく、会っている時間も 

少ないところが上手くいくというのを聞いて感 

心しました。これからも仲良くやっていきたい 

と思います。        （概要にて掲載） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

 ビジター   鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

 ゲスト    王 爽さん（米山奨学生） 

 

●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 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８８．８９％ ９６．４３％ 

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

