
第 1766 回例会 

3 月 25 日 №34 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

                  

会長エレクト 

      3月 12日（水）に、グランドホテル湘南に 

て開催されました。開会は 10時からで、9時半 

頃に着きました。会場には、ほとんど人がいな 

かったのですが、10時には揃っていました。 

思っていた以上に盛大で、広い会場でしたの 

で、大変なセミナーだと思いました。全クラブ 

の会長エレクトは 63 名で、各グループごとに 

円卓に着席しましたが、前列には 3列の長机が 

あって、地区のパストガバナーや地区役員のお 

歴々が座っており、会長エレクトの数より多い 

ように思いました。 

 10時から全体会が始まり、次年度 RIテーマ 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黛 裕治 

や方針、目標、地区運営方針についての説明が 

ありました。 

『ゲイリーC.K.ホァン RI 

会長エレクトは、次年度 

RIテーマとして＜ロータ 

リーに輝きを（Light Up 

Rotary）＞を掲げられま 

した。世界には問題が山 

積みになっており、大勢の人が助けを必要とし 

ています。しかし“自分にできることな何もな 

い”と言って何もせずに、ただ座っている人が 

大勢います。これでは何もかも暗闇のままです。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

  

その暗闇にロウソクを灯すのが、ロータリーで 

す。私が一本、あなたが一本。こうして 120万人 

の会員全員がロウソクを灯します。力を合わせれ 

ば、世界を光で輝かせることができるのです。と

説きました。』 

 またホァン会長エレクトは、次の４項目につい

ての推進も明言されました。 

    ①会員増強について 

    ②寄付について 

    ③ロータリー・ディの開催 

     について 

    ④ポリオ撲滅について 

 

  【第２７８０地区テーマ】 

    「自分自身に輝きを（Light Up Myself）」 

    五つのカンドウ 

    ①感動 一生懸命（一所懸命） 

    ②歓働 歓んで働こう 

③汗働 汗をだして働こう 

④貫道 道を貫こう  

⑤環働 輪になって働こう 

 

【第２７８０地区活動方針】 

１．会員増強 

①現行から 10％アップ 

②Ｅクラブを立ち上げ 

③新会員にカウンセラー方式取り入れ 

    ④女性会員の拡大 

⑤インターアクト・ロータリーアクト・財団奨学 

 生・米山奨学生・平和フェロー等々から、より 

 多くのロータリアンを誕生させる 

２．公共イメージと認知度の向上 

①１分間でロータリーの魅力を説明できるように 

②ロータリー・ディを設ける 

③地域イベントに積極的に参加 

④いろいろな広告媒体を通して、ロータリー認知 

 度を高める。 

３．寄付の獲得 

①財団寄付  1人 200ドル以上 

②ポリオ寄付 1 人 40ドル以上 

③ベネファクター 1 クラブ 1名以上 

④米山奨学金 1 人 20,000円以上 

 

 

 

次に地区カレンダーと地区予算についての説明 

と予算案承認があり、その後、基調講演がありま 

した。テーマは、「クラブ会長に期待する! 日本 

の仲間 10万人を目指して」で、東京西 RCの辰野 

RIゾーンプロジェクトリーダーから、会員増強に 

大変力を入れたお話がありました。 

 昼食後、午後からは６つのグループに分かれて 

の分科会が行われ、第 1セッションは「クラブ会 

長の役割と責務について」、第 2セッションは、 

「会員増強・会員維持について」で、ディスカッ 

ション方式で各クラブが増強方法や情報などの意 

見交換をしました。 

 その後、再び全体会となり「Ｒ財団と米山奨学 

会について」の説明があり、質疑応答や当日の評 

価表の記入をして、セミナーは早めの終了となり、 

懇親会も早めに終わりました。 

 会長エレクトとして、まだまだ知合いも少ない 

のですが、私は入会 8年目で会長になりますが 

今回、入会 5年目、更に入会 2年目の会長エレク 

トや、会長職が 2回目という方もいました。 

（概要にて掲載） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 いよいよ春到来で、日に日に暖かさを感じるよ 
うになりました。桜の開花もすぐそこまで来てい 
るようです。マカティー･ポブラシアン RC の皆さ 
んに桜をご覧頂ける可能性が増しました。これも 
ひとえに中 RC 皆さんの日頃の行いの良さに他な 
らない･･･と思います。 
 今、急ピッチで「おもてなし」を企画・確認中 
で、関係各位には今しばらく忙しい思いをさせて 
しまいますが、宜しくお願い致します。後ほど、 
スケジュールなど報告させて頂きます。いよいよ 
 



 
 

30 日（日）に相模原市へ来られます。クラブ全体 
で国際交流を楽しみましょう。 

それと、次週 4/5、6 日は「相模原 桜まつり」 
で、ポリオ撲滅キャンペーンが初めての試みで開

催され、個人的にドギマギしております。 
繰り返しになりますが、中クラブの担当時間は 

2 日目（4/6 日）13：30～17：30 です。人員は 5 
名以上。活動内容は「ポリオ･プラス」パンフレ 
ットの配布、及び呼び掛けです。その他「End Polio  
Now」募金活動や風船配布、ピンバッジの贈呈で 
す。何れにせよ、人数が必要と思われます。是非、 
ご参加下さい。 

     また時間帯や参加人数等々、各クラブの役割、 
取り決めはありますが、実行幹事クラブ(グリーン 
RC)井口幹事さん曰く、「気楽に行きましょう」と 
言われております。空いた時間や通りがかった時 
などを活用し、担当時間外でも、フルタイムで参 
加出来なくとも構いません。当日は他の催し物に 
参加される方も多いと思われますので、少しだけ 
顔を出して参加して頂くだけでも、有益性がある 
と思います。宜しくお願いします。 
 尚、この 2 日間はマイカーでの来場の場合は、 
駐車場が「清新小学校」「星が丘小学校」「淵野辺 
公園臨時駐車場」の 3 カ所のみとなっております。 
巡回バスが発着するのは、「淵野辺公園臨時駐車 
場」のみだそうで、約 20 分間隔での運行です。 
他の駐車場利用の場合、送迎バスはありませんの 
でお気をつけ下さい。 
 更に、元会員の市村先生が近くで個展を催され 
ています。産業会館の前の通りの北側で行われて 
いるそうです。皆さんにもお立ち寄り頂ければと 
思います。 

     今回は 2 週に亘り、イベントが行われます。何

故か、こう重なり気味になり悩みます。日頃の行

いなのでしょうか・・？ とは言え、やる以上は

全うしようと思いますので、皆様のご協力をお願

いします。 
 
 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①3 月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 
②PETS 報告の黛エレクト、宜しくお願いします。 
 

 
 

●永保 固紀会員 
①暑さ寒さも彼岸までです。 
②先般の祝賀会にはクラブから祝花を戴き、感謝 
 致しております。 
●黛 裕治会員 
①3 月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 
本日は私も祝って頂き、ありがとうございます。 

②先週は急遽失礼致しました。本日、PETS 報告 
をさせて頂きます。 

●丸子 勝基会員 
 入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 
 入会して 12 年になりました。これからも宜し 
 くお願い致します。 
●中里 和男会員 
 入会記念日祝、有難うございました。入会 35 
年になります。これからも宜しくお願いします。 

●金沢 邦光会員 
 先週は結婚記念日祝を戴き、有難うございまし 
 た。欠席でしたので、本日スマイルします。 
●神田 達治会員、小野 孝会員 
①入会記念日の中里さん、丸子さん、黛さん、 
 おめでとうございます。 
②黛さん、PETS 報告よろしく。 
③来週フィリピンからの来相、楽しみです。 
●横溝志華会員、田後隆二会員、竹田繁会員 
入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 
①黛会長エレクト、セミナー報告よろしくお願い 
 します。 
②入会記念日祝を受けられる方々、おめでとうご 
ざいます。 

●最住 悦子会員 

 3月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①黛エレクト、本日の報告ご苦労様です。もうす 

 ぐですね?! 

②本日、入会記念日の皆様おめでとうございます。 

●菊地 啓之会員 

①黛会長エレクト、PETS 報告宜しくお願いします。 
②入会記念日の皆さん、おめでとうございます。 
③所用にて、早退致します。 
        スマイル累計額 ７４４，１００円 
 



     
 

＜委員会報告＞     荻原 利彦 
「マカティ RC について」 

     本日、お手元に資料を 

配っておりますが、よう 

やく人数やスケジュール 

が決まりましました。 

 今、フィリピンは時期 

的に夏休みに入ったとこ 

で、マカティ・ポブラシ 

オン RCは 28日に名古屋 

空港に到着します。まず、福井あじさい RCを訪 

問して、3/28、29日と 2泊し、30日に京都から 

新幹線で、新横浜・相模原へ来ます。 

 来日メンバーは 9名です。送られてきた名簿で 

は役職の翻訳が難しいので、一応、概要で記載し 

てあります。またスケジュールについては資料を 

ご参考下さい。 

 相模原には 3泊 4日し、その後、都内に 1泊し 

て、成田空港より帰国されますが、皆様のご協力 

をよろしくお願い致します。  （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地区協議会「クラブ奉仕部門」のご依頼 

    「クラブ管理運営委員会の手引き」を当日ご持参 

下さい。また事例研究の場を設けたいと考え、 

別紙項目について、実際にクラブで実施されて 

いることをご記入の上、事前にデータを取りま 

とめるため、3月 31 日までにご提出下さい。 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中里 和男会員 1979 年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 2002 年３月１９日 

・黛  裕治会員 2007 年３月２０日 

＜ショートスピーチ      丸子 勝基＞ 

今月 3月 19日で、入会して丸 12年になりま 

す。当時は故・竪道さんの縁で入会しましたが、 

いろいろな勉強をさせて頂き、感謝しています。 

 サラリーマン生活を 30年程やっていましたの 

で、先輩方より職業人というものを教えて頂き 

ました。また本業を悠々とこなしながら、ユー 

モアもたっぷりの素晴らしい方々も退会された 

会員の中におられました。これからもロータリ 

ーをエンジョイしていきます。 （概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

４月 １日夜間例会「マカティ RC 歓迎会」 

      18:00 点鐘 「小田原屋」にて 

   ８日ゲスト卓話「雑誌月間にあたり」 

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 

        

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２３名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８８．４６％ １００％ 

●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 
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