
第 1768 回例会 

4 月 8 日 №36 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

           地区公共イメージ委員会 

初めまして。藤沢 RC の高平です。私は相模 
原方面は来たことがなく、市役所通りの桜並木 
が満開で、たくさんの桜にびっくりしました。 
 また、当クラブで驚いたことが３つありまし

た。１つはソングリーダーで綺麗な女性会員が

タクトを振っていたこと。次に、ご夫人誕生日

祝があることで、私のクラブでも会員誕生日祝

はしますが、ご夫人誕生日は無く、きれいな鉢

花のプレゼントで喜ばれると思います。そして、

一番驚いたのは当クラブの出席率です。 
     私の藤沢 RC の出席率は 70％台で、修正でも 

80％台ですが、中 RC の本日の出席率が 90％台 
で、修正で 100％には、びっくりしました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副委員長 高平 太 

 では、本日の卓話の前に相澤ガバナーがケー 
ブル TV に出演され、ロータリーやポリオ撲滅 
活動の紹介をされましたので、その映像をご覧 
下さい。（中略） 
 本日は、地区公共イメージ委員会が“END  
POLIO NOW”キャンペーン実施に伴う公共イ 
メージの向上に向けた取組みをご報告致します。 

（以下、パワーポイント資料より抜粋） 
＜公共イメージ委員会メンバー＞ 

大谷委員長（相模原南 RC）のもと、10 名の 
委員会メンバーで幾度となく委員会を開催し、 
END POLIO NOW キャンペーンを通じ、公共 
イメージアップの取組み方を検討してきました。 

  

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



    

     

＜委員会のコンセプト＞ 

○目的はキャンペーンを実施することではなく、 
     キャンペーンを通じて、メディアの有効的な活 
     用方法を提案すること。 

○各クラブがそれぞれの地域社会において、ロー 
タリーを実践することにより、またロータリー 
が、どんな活動をしているかを知ってもらうこ 
とにより、自ずと公共イメージと認知度の向上 
に繋がる。 

＜END POLIO NOW キャンペーン＞ 

 キャンペーンの成否は、来場者にいかに興味を 
持って頂くかにかかっています。視覚でインパク 
トを与え、パンフレットを手渡し、趣旨を理解し 
て頂く。そのためにブースの飾り付けやお揃いの 
Ｔシャツを作製。また風船やうちわのグッズ作成 
など限られた予算の中で準備しました。 
 特に、子供を連れた母親や父親にポリオ撲滅の 
重要性に興味を持って頂くために、子供をターゲ 
ットにした風船作戦を計画しました。 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

    ＜END POLIO NOW 参加イベント＞ 

○厚木鮎祭り（日程：8月 3日・4日） 

場所：厚木中中央公園 
ＲＣ：第６グループの９クラブ 

○藤沢市民祭り（日程：9 月 28 日） 
場所：サンパール広場 
ＲＣ：第３グループの８クラブ 

○伊勢原道灌まつり（日程：10 月 5 日、6 日） 
場所：伊勢原駅周辺 
ＲＣ：伊勢原・伊勢原中央・伊勢原平成各 RC 

○相模大野ハロウィンフェスティバル（日程：10 月 20 日） 
場所：相模大野ステーションスクエア 
ＲＣ：相模原南・相模原大野各 RC 

 

 

 

○逗子市民まつり（日程：10 月 20 日） 
場所：逗子市池子第一運動公園 
ＲＣ：逗子 RC 

○三崎港祭り（日程：11 月 3 日） 
場所：三崎水産卸売市場 
ＲＣ：第１グループ５クラブ 

○秦野市民祭り（日程：11 月 3 日） 
場所：秦野中央運動公園 
ＲＣ：秦野 RC 

○あやせ産業まつり（日程：11 月 17 日） 
場所：綾瀬市民文化センター 
ＲＣ：綾瀬・綾瀬春日 RC 

○交通事故撲滅大作戦（日程：12 月 8 日） 
場所：大和自動車学校 
ＲＣ：大和・大和中・大和田園各 RC  

＜今後のキャンペーン（予定を含む）＞ 

・平成 26 年 4 月 5、6 日 相模原桜まつり 
・平成 26 年 4 月 19 日  茅ヶ崎産業祭り 
・平成 26 年 4 月 26 日  平塚緑化祭り 
・平成 26 年 5 月     秦野にて 
・平成 26 年 5 月         鎌倉・逗子にて 
＜最後に：相澤ガバナーのメッセージ＞ 

「ポリオのない世界」実現に向け、キャンペー 
ン活動を推進してまいります。 
「公共イメージと認知度の向上」は RI 戦略計画 
の重点活動の１つに位置付けされており、ロータ 
リーの目的を地域社会に発信することが望まれて 
おります。 
 

 

先週はイベントが 2 つ同時期になりましたが、 
マカティーポブラシオン RC の皆様を招待しての 
４日間は大変貴重な体験ができました。実行委員 
会（仮称）皆様の惜しみないご協力、そしてクラ 
ブ全体での歓迎なくして、このプログラムは実行 
できなかったと思います。 
外部からも多くのご協力を頂き、ガバナー事務 

所での表敬訪問を受けて頂いた菅原 PG や地区委 
員会の皆様にも感謝です。また、特に多忙の時期 
にもかかわらず素晴らしい懇談の場を提供して頂 
いた加山市長を始め、渉外課の皆様にも感謝です。 
 



 
  

     そして同じく会頭として、AG としてご参加頂

いた杉岡 AG、相模原南 RC の月森会長、中村幹

事にも感謝です。再度、ロータリーの繋がりと素

晴らしさに感銘致しました。 
そして彼等が帰国の途に着くや否や、「桜まつ 

り・End Polio Now キャンペーン」（4 ページに写真） 
を迎えることとなり、本当にご苦労様でした。当 
クラブ担当の 2 日目午後は天候が急変し、2 時頃 
にはヒョウが降ってくる有様でした。私は申し訳 
ないことに外せない所用があって、定刻 13：30 
からは参加できず、駆けつけたときには大方、撤 
収モード状態で、この場をお借りしてお詫び申し 
上げます。3 時頃には天候悪化と風船のガス切れ 
で集客力が落ち込んだため、幹事クラブ(グリーン 
RC)の大澤会長、井口幹事の決断で撤収の号令が 
されました。 

     第 5 グループの会員参加者は 4 月 5日（土）が 

    40人。4月 6日（日）が 51人（光明学園 IA参加 

者含）でした。詳細は風船が 1,000 個、更に 1,000 

個を追加し、1,000部のパンフレットやピンバッ 

ジも初日にほぼ使い切る状況で、募金活動は土曜 

45,918 円、日曜 70,094円で合計 116,012円でし 

た。天候と活動時間の割には集った気がします。 
 初めての試みとしては事故も無く、まずまずと 
いった感じではないかと思います。改めて、グリ 
ーン RC の大澤会長、井口幹事に敬意を表します。 

最後に、相澤ガバナーが来られた時(11 時頃)か 
    ら最後まで、ほぼ一日現場にいてくれた豊岡幹事 

にも感謝致します。    （一部要約にて掲載） 
 

 
 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①本日、ゲスト卓話でお越しの地区公共イメージ 
 副委員長の高平様、よろしくお願いします。 
②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 
 でとうございます。 
●竹田 繁会員 
 毎年、誕生日を祝って頂き、ありがとうござい 
 ます。今後共、よろしくお願い致します。 
●菊地 啓之会員 
①本日、卓話の高平様、宜しくお願いします。 
②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

 
 

●早川 正彦会員 
妻の誕生日を祝って頂き、有難うございました。 

●最住 悦子会員 
誕生日のお祝いを戴き、ありがとうございます。 
本日は仕事のため、早退させて頂きます。 

●荻原 利彦会員 
①マニラ・ポプラシオン RC の方々のお世話案内、 
 本当にご苦労様でした。 
②先月の結婚記念日のお祝に続き、誕生日祝を戴 
 き、ありがとうございます。何にでも現役とい 
 う先輩方に負けずに精進します。 
●加賀 治夫会員 
 久し振りの出席です。 
●中里 和男会員 
 本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
ゲスト卓話をお願いしました地区公共イメージ 
委員会副委員長の高平様、遠方よりありがとう 
ございます。よろしくお願いします。 

●小野 孝会員、神田 達治会員 
①竹田さん、最住さん、荻原さんのお誕生日、早 

川さんのご夫人誕生日、おめでとうございます。 
②高平様、卓話よろしくお願いします。 
●江成 利夫会員 
①地区公共イメージ委員会、副委員長の高平さん 
ようこそ。よろしくお願いします。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝を受けられる方 
 々、おめでとうございます。 
●老沼秀夫会員、松尾秋夫会員、佐々木裕会員 
①会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 
 でとうございます。 
②高平さん、卓話よろしくお願いします。 
●佐々木 敏尚会員 
①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①本日、ゲスト卓話の高平様、ご苦労様です。 
 よろしくお願い致します。 
②会員誕生日、ご夫人誕生日をお迎えの皆様、 
 おめでとうございます。 
●櫻内 康裕会員 
①会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 
 でとうございます。 
②ゲスト卓話の高平さん、宜しくお願いします。 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①214～15 年度地区委員ご就任委嘱の件 

次年度地区委員の選考にあたり、下記の方にご 

就任頂きたく、お願い申し上げます。（敬称略） 

 地区インターアクト委員会委員  加賀 治夫 

 

※相模原中 RCホームページのアドレスが変更に 

なりました。容量が大幅に増えましたので、 

より充実した内容を目指します。（田後クラブ 

広報・雑誌委員委員長が担当されます） 

        http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

 

     桜まつり END POLIO NOW キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＜理事会報告＞ 

    ①マカティポプラシオン RC 経費の会計報告。 

    ②泳げ鯉のぼり協賛金の件。社会奉仕より 5万円。 

    ③ホーム―ページのサーバー変更の件を承認。 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員誕生日祝＞ 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・最住 悦子会員 ４月 ６日 

・荻原 利彦会員 ４月１６日 

＜ご夫人誕生日祝＞ 

・早川 正彦ご夫人 ４月 7 日 

＜ショートスピーチ       竹田 繁＞ 

毎年のことですが、誕生日を祝って頂き有難う 

ございます。4月 1日で 68才になりました。今 

後とも宜しくお願い致します。また、今月は鯉の 

ぼり協賛金もお願いしておりますので、ぜひご協 

力下さい。         （概要にて掲載） 

例会プログラム 

４月１５日卓話 川合 貞義会員 

  ２２日「地区協議会の報告」次年度会長・幹事 

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 

ゲスト   地区公共イメージ委員会副委員長 

       高平 太君（藤沢 RC） 

       加藤 丈博氏（高平氏社員 ㈱ジュピターテレコム） 

       勝部 八郎氏（〃  ㈱J-COM イースト） 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２３名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９２．３１％ 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 
 

http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp/
mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp

