
第 1765 回例会 
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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

                 会 長 

3 月 8 日(土)の IM 参加、お疲れ様でした。当 
日は天候にも恵まれ、開始時刻も遅めのためか、

多くの会員に参加頂き、有難うございました。 
      今回のホストクラブは相模原大野 RC でした 

が、大変コンパクトに構成された感じで、個人 
的には、とても有意義な時間を過ごさせて頂き 
ました。 

      式次第は、従来通りの 4 部構成（開会式、フ 
     ォーラム、閉会式、懇親会）で、開会式は厳粛 

に執り行われた割には、スムーズだった感じが 
しました。ただ、加山市長の到着が未定だった 
ためか、ご挨拶のタイミングで、多少バタツキ 
感はありましたが、それ以外はほぼ時間通りに 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀬戸 裕昭 

式次第をこなされていました。 
フォーラムでは 5 名の若者が「夢」を語りま 

した。各分野のプロが 3 名と青少年交換学生の 
陳君と米山奨学生の玄君がディスカッションし 
ました。皆さん、若くしてプロの称号を背負っ 
だけあって、当社の社員達とは一味も二味も違 
ったように見えました。 
高校生でプロサーファーになった北澤さんは、 

出身が長野県。海の無いところで育ち、両親の 
影響でサーフィンと出会ったそうです。物心つ 
く頃にはボードに乗っていたといった感じで、 
出場する大会は好成績が多く、自我にも目覚め、 
高校生の時、プロへ転向したそうです。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



     

     

しかし、言わば労せずしてその世界に入ったも 
のの、いざ入ってみると外からと内からの眺めの 
違いを目の当たりにされたそうで、『好きだから 
だけじゃダメ。生活環境からシッカリ整えなくて 
は世界の壁には届かない』と、もう一度ゼロから 
積み上げ直しているようでした。立派です。 

サクソフォーン奏者の北嶋さんは高校時代、吹 
奏楽部でサックスを吹いてそうです。大学受験で 
東海大学に入学。何と彼女は今、流行の「理系女」 
だったそうです。行く末は数学の教師になるつも 
りで大学を選び、進学後も趣味として演奏は続け 
ていたそうですが、当時の同級生が音楽系に進学 
し、みるみる演奏が上達してしまい、自分との技 
量の差を感じ始め、どうしてもそれが悔しくて、 
再度、音大を受験したそうです。ご本人は両親に 
は申し訳なさそうなコメントをしていました。 
バリトン歌手の加藤さんは、プロサーファーの 

北嶋さんとは間逆で、小学校低学年から高校 3 年 
までサッカー少年だったそうです。ユースチーム 
に所属するほどだったそうですが、高校でコーラ 
ス部の顧問に音大受験を勧められ、見事に有名な 
音大に合格されたそうです。もともと素質があっ 
たのでしょう。 

ただ、最後に「職業欄に芸術家と書けるように 
したい」と言われました。諸外国では『芸術家』 
には、それ相応のステイタスがあるそうですが、 
先進国の中で、日本だけが認められていないそう 
です。今後の活動をもって訴えていく旨の話には 
感銘しました。 
 米山奨学生の玄君は「再生医療」のスペシャリ 
ストを目指し、奮闘されているようです。医師と 
して地域に根差した医療か、最新の開発に携わる 
のか。彼の国では日本のような先端医療が浸透し 
ていないそうです。地域によっては、まともな医 
療のが受けられない事もしばしばとの事。『サー 
ビスだけでは人を助けられない』やはり、最先端 
を学ぶ、創る側でなければと思ったそうです。 
交換学生の ROY 君はまだ高校生で、夢の選択 

中ですが、異文化や多くの言語を学ぶ為に日本に 
来たそうです。英語をマスターして、アメリカの 
大学への留学を希望しているとのこと。ぜひ実現 
に向けて頑張って欲しいです。 
 

 
 

それにしても、半年位で日本語を話せるまで上 
達したのにはビックリです。当時、昨年の秋に初 
めて会った時（竹田会員宅へホームステイ）は、 
ほとんど話せませんでしたから・・、順応性が羨 
ましい限りです。 
 学生達もプロに負けず劣らず、『夢』や『希望』 
を見据えての『今』を懸命に追い求める姿は、頼 
もしくも感じられました。 
 その後、閉会式が行われ、佐藤次期ガバナー補 
佐（津久井中央 RC）の挨拶と、次期 IM ホスト 
クラブの紹介(津久井中央)。そして、最後に渡辺 
ガバナーエレクトの挨拶がありました。 
 懇親会では、いろいろサプライズが企画されて 
いました。各クラブ代表して 1 分間スピーチがあ 
ったり、突然名前を呼ばれ、登壇を指示され誕生 
祝をしてもらったり。 
また、懇親会での角尾会員の名司会ぶり。何と 

入会して、まだ 1 年チョッとらしいですが、ロー 
タリークラブって本当に凄いなと思いました。 
今回、何と言っても相模原大野 RC は 16 名の 

会員でしたから、さぞ大変だったろうと思います。 
改めて、座間会長、永来ＩＭ実行委員長に敬意を 
表したいと思います。   （一部要約にて掲載） 

 

 
 ようやく春めいた日が続くようになりました。 
マカティ・ボブラシオン RC の来日に合わせ、何 
とか今月末に桜が開花しないかと願うばかりです。 
 先日の会長幹事会の報告をさせて頂きます。第 
９回目まできまして、議題も徐々に次年度関係が 
増え、報告内容も少なくなった気がします。  
 まず「アーチＣ.クランフ･ソサエティ」(AKS) 
の説明がありました。一般的に財団への寄付（年 
次寄付、ポリオ･プラス寄付）が 1.000 ドルに達 
すると「ポール･ハリス･ソサエティ」の表彰があ 
ります。 
財団の恒久基金への寄付が 1.000 ドルに達する 

と、「べネファクター」の表彰があります。 
 また、財団への全ての寄付が 10.000 ドルですと 
「メジャー･ドナー」となり、25.000 ドルだと「メ 
ジャー･ドナー」レベル 2 となるそうです。 

 



 
      

更に、その 10 倍の 250.000 ドルに達すると、 
    先程の「アーチＣ、クランプ･ソサエティ」の会 

員になれるそうです。表彰ではなく、『会員』に 
です。世界に 500 人、日本では 25 名の方が会員 
だそうです。 
会員になりますと、RI 本部に招待され、入会式 

が行われ、ご夫妻の写真が財団に飾られ、顕彰さ 
れます。また入会式に「ジャパン･デー」がある 
のはご存知ですか？ これは毎年ある訳ではなく、

一度に 5 名以上の会員を達成した国に対し、その 
国の名をとって特別に祝う日を設ける。これが 
「ジャパン･デー」で、当然、「アメリカ･デー」

や「コリア･デー」もあるそうです。因みに、第

１回「ジャパン･デー」は 2013 年 4 月にあり、今 
年 4 月に第 2 回が行われるそうです。「上には上

があるものだ」と、ため息の出る思いでした。 
ですが、まずは身の丈にあった奉仕ということ 

で、今月は「ロータリー財団寄付」から頑張りま 
しょう。ポリオ・ プラス寄付（1 人当り 40 ㌦） 
もお願いします。米山奨学会寄付もまだ達成して 
いませんので、宜しくお願い致します。 
 
 

 
●一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 
 久し振りにお邪魔します。だいぶ暖かくなり、 
 桜が待ち遠しい季節になりましたね。本日は、 
 どうぞ宜しくお願い致します。 
●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 
 こんにちは。久し振りに皆様のお元気な顔を拝 
 見したく、お伺いしました。宜しくお願い致し 
ます。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①3 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 
②職業スピーチの最住さん、宜しくお願いします。 
●菊地 啓之会員 

     先々週の誕生日、本日の結婚記念日を祝って頂 
     きまして、ありがとうございます。 

●竹田 繁会員 
①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②久し振りの例会出席です。先月は入会記念日を 

     祝って頂きまして、ありがとうございます。 

 
 

●老沼 秀夫会員 
結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

 43 年になりますが、元気で頑張っております。 
●松尾 秋夫会員 
結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 

●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結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 
●田後 隆二会員 
結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

●甲斐 美利会員 
①過日は入会記念日を祝って頂き、ありがとうご 
ざいます。 

②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 
●小野 孝会員、神田 達治会員 
①3 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 
②最住さん、ショートスピーチ楽しみにしています。 
●江成 利夫会員 
①ショートスピーチの最住会員、宜しくお願いし 
 ます。 
②米山奨学生の王さん、ようこそ。 
③3 月のお祝の方々、おめでとうございます。 
●中里 和男会員 
 3 月は結婚式が多いですね！お祝の皆様、おめ 
 でとうございます。 
●甲斐 美利会員 
 久し振りの例会出席です。いつの間にか、桜の 
 芽がふくらんできました。 
●最住 悦子会員 
 3 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 
●佐々木 敏尚会員 
①本日、お祝を受けられる皆様、おめでとうござ 
います。 

②2 週連続で休んでしまい、申し訳ありません。 
 先日、初めて一人で相模原南 RC にメイクに行 
 ってきました。本日も仕事のため、早退します。 
●阿部 毅会員 
①松岡さん、一戸さん、メイクにお越し頂き、あ 
 りがとうございます。 
②米山奨学生の王さん卒業おめでとうございます。 
③結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
      スマイル累計額 ７１４，１００円 



                          

     
 

    １．役員・理事会 

役 員（○印理事兼務） 

○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 荻原 利彦 

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 

 

２．会場監督 

会場監督 副会場監督 

甲斐 美利 江成 利夫、佐々木 敏尚 

 

３．会計・会計監査 

会計委員長 竹田  繁 

会計副委員長 中里 和男 

 

会計監査委員長 最住 悦子 

会計監査副委員長 加賀 治夫 

 

４．委員会 

◎クラブ管理運営委員会 

         委員長 荻原 利彦  副委員長 伊倉 正光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会員組織委員会 

     委員長 老沼秀夫  副委員長 金沢邦光 

委員会 委員長 委員 

会員増強 

（職業分類・ 

会員選考含） 

老沼 秀夫 

川合貞義、神田達治 

菊地啓之、阿部 毅 

横溝志華、田後隆二 

Ｒ情報（研修リーダー） 金沢 邦光 江成利夫、瀬戸裕昭 

◎奉仕プロジェクト委員会 

     委員長 丸子勝基  副委員長 田後隆二 

委員会 委員長 委員 

国際・職業奉仕 丸子 勝基 
永保固紀、竹田 繁 

荻原利彦 

社会・新世代奉仕 田後 隆二 
田所 毅、加賀治夫 

小野 孝 

◎ロータリー財団・米山委員会 

 委員長 佐々木敏尚  副委員長 菊地啓之 

委員会 委員長 委員 

ロータリー財団 佐々木敏尚 川合貞義、中里和男 

米山記念奨学会 菊地 啓之 佐々木裕、横溝志華 

◎クラブ広報・雑誌委員会 

      委員長 早川 正彦  副委員長 小野 孝 

委員会 委員長 委員 

クラブ広報雑誌 早川 正彦 最住悦子、伊倉正光 

◎特別委員会 

委員会 委員長 副委員長 委員 

指名 丸子勝基 永保固紀 

金沢邦光、江成利夫 

瀬戸裕昭、黛 裕治 

豊岡 淳 

細則改正 黛 裕治 櫻内康裕 
江成利夫、瀬戸裕昭 

豊岡 淳 

 

委員会 委員長 副委員長 委員 

例会親睦 

（及び合唱・スマイル・クラブ会報 

 出席・プログラム担当を含む） 

荻原 利彦 伊倉 正光 

佐々木裕、神田達治、松尾秋夫 

田所 毅、金沢邦光、阿部 毅 

横溝志華、早川正彦 

姉妹クラブ 瀬戸 裕昭 
豊岡 淳 

櫻内 康裕 

 

 



 
  

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  皆様、こんにちは。今日は痛々しい格好で来 

ましたが、実はソチオリンピックでの活躍を見 

て感動し、長野県に行ってスノーボードで手を 

骨折してしまいました。 

今日は米山奨学生として、最後のスピーチに 

 なります。お陰様で 1年間、本当に有難うござ 

いました。1年間勉強に専心できました。 

この奨学金が無かったら、順調に大学を卒業 

できなかったと思います。また米山奨学生とし 

て、いろいろな活動に参加して、多くの友達も 

できました。ロータリアンの方々からも温かい 

アドバイスや励ましも頂きました。 

 将来、どんな仕事についてもロータリーのこ 

とは忘れません。また今後も、米山学友会で頑 

張っていきます。 

 また奨学生として、一番印象に残ったことは 

異文化理解ができたことです  （概要にて掲載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
最住 悦子 

取引先は主に住友スリーエム㈱や、丸子会員の 

会社の仕事などもしています。本日は会社のＰＲ 

を兼ねてお話させて頂きます。 

 仕事の内容は製品検査・包装業ですが、最近は 

ポストイット（付箋）なども取り扱っています。 

昨年からノベルティの製作もしており、ポストイ 

ットに会社名を入れる販促物のデザインや企画の 

提案などもやっています。製品の資料を回覧しま 

すので、ご覧になって下さい。 

 オリジナルのポストイットですが、薬品メーカ 

ーなどは病院やドラックストア－で活用している 

ようです。官公庁などでも製作していて、いろい 

ろと需要があるようです。  （概要にて掲載） 

（撮影写真が無いため、文章のみ掲載させて頂きました） 
 

＜ビジターショートスピーチ＞（要約にて） 

○一戸 徳雄氏（相模原東ＲＣ＞ 

 中 RC は私たち東 RC の親クラブにあたり、当 
時、当クラブの川合さんが拡大補佐として東 RC 
創立を担当されて、通例は 1 年間の役目ですが、 
2 年間も面倒を見て頂きました。 
 その後、川合さんが分区代理をされた時に、私 
が会長職となり、以来 16 年間ずっと、当時の会 
長・幹事による OB 会が続いています。その中で 
川合さんが一番元気で、お酒も強いのです。私が 
万年幹事ですので、いつ辞められるのかと思いな 
がら、永遠に続くような気がしています・・。 
 

○松岡 忠義氏（相模原ＲＣ＞ 

 重症な花粉症でいろいろ試みましたが、花粉の 
無い所に行くのが一番良いと思い、苗場のホテル 
を 20 泊一括で購入し、この時期はのんびりと温 
泉に入ったり、スキーをしたりして、薬も飲まな 
いで済んでいます。 
今年はスノーボードをやってみようと個人レッ 

スンを受け、どうにか滑れるようになった矢先、 
頭から突っ込み、肋骨にヒビが入ってしまったよ 
うで、今はコルセットを着けていますが、また来 
週辺り、スキーは行こうかなと思っています。 
 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①第６回新会員の集い－延期に伴う再募集のお知らせ 

     2月 14～15日に予定していました「新会員の集 

い」は当日の大雪により、延期せざるを得ない 

状況となり、登録された新会員皆様にはお詫び 

申し上げます。ついては、本イベントはロータ 

リーに欠かせないものと確信し、下記日程で新 

たに再募集致します。宜しくお願い致します。 

日時：5月 23日（金）～24日（土）1泊 2日 

場所：箱根「小涌園」会費１万円 締切 4/4日 

 

※前回例会で承認頂いた委員会組織により、地区 

協議会の出席対象者に、ご案内をお渡ししてお 

ります。ご出席を宜しくお願い致します。 

     日時：4 月 20 日（日）13 時点鐘 場所：東海大 

学湘南キャンパス（平塚市） 登録料８千円 

（クラブ負担にて一括振込） 

 

※マカティ・ボブラシオンＲＣ来日につき、３件の回覧 

をしております。お間違いないよう記入下さい。

（詳細は、回覧をご参考下さい） 

①夕食会 3 月 30 日（日）19 時～「麻布大学生協」 

会費 3,000 円 

②観光案内 3 月 31 日（月）AM9:30 ホテル東横 

イン「橋本」集合・出発 17 時頃帰着予定 

（ガバナー事務所表敬訪問、鎌倉・江の島方面） 

③夜間例会「歓迎会」4 月 1 日（火）18 時点鐘  

「小田原屋」にて。 会費 5,000 円 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横溝 志華会員 ３月 １日 

・菊地 啓之会員 ３月 ７日 

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・松尾 秋夫会員 ３月１８日 

・田後 隆二会員 ３月２５日 

・老沼 秀夫会員 3 月２９日 

・荻原 利彦会員 ３月３０日 

 

例会プログラム 

３月２５日 12:30 点鐘 「敦煌酒楼」 

「PETS報告」黛会長エレクト 

４月 １日移動例会「マカティ RC 歓迎会」 

      18:00 点鐘 「小田原屋」 

   ８日ゲスト卓話「雑誌月間にあたり」 

     定例理事役員会 

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   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター   松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

       一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 

ゲスト    王 爽さん（米山奨学生） 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２２名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８８．８９％ ９１．３０％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   菊地 啓之 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」            副委員長  竹田  繁 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000                阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp                        http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
 
 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp

