
第 1770 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

     会長エレクト           

今回より「地区協議会」の名称は、より目的 
意識を持たせるため、「地区研修協議会」と変 
更されました。 
 当日は小田急町田駅で待ち合わせましたが、 
人身事故で電車が遅れていました。「東海大学

前」駅からもかなり歩き、やっと門に着いてか

らも受付まで距離があって大変でしたが、何と

か開会時間に間に合いました。 
 全体会議(Ⅰ)は、式次第どおり進行し、基調

スピーチでは、菅原 PG が愛情ホルモン「オキ

シトシン」と奉仕活動などの話をされ、渡辺 G
エレクトは「会員増強」「公共イメージ向上と

認知度」「寄付の獲得」を強調されていました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             （以下、概要にて） 
黛 裕治 

 全体会議終了後、部門別会場へ移動し「会長 
部門」に出席しましたが、初めに相澤ガバナー 
より公共イメージ活動報告として、End Polio 
Now キャンペーンの映像が紹介され、先日の桜 
まつりでの様子も映っていました。 
この桜まつりでは、初めてアンケートを実施 

し、ロータリーを初めて知ったという人も多く、 
今後もアピールしていくとのことでした。 
 その後、２つのテーマについてセッションが 
あり、時間が足りないぐらい活発な話し合いが 
できて、大変充実した内容でした。 

部門別終了後の全体会議(Ⅱ)に出席し、懇談 
会はバス移動とのことで、参加せず帰りました。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



   

     

＜幹事部門－櫻内次年度幹事＞ 

 部門別会議早々に、「幹事要覧」を読んできま 
したか？と質問されましたが、私は当日、黛さん 
から渡されまして・・、持参していたので、周り 
からは注目されてしまったようです。 
 幹事の役割としては、会長をどのように補佐し、 
例会をどのように運営していくかなど。また例会 
や各種記録、出席率なども本来は幹事がガバナー 
事務所に報告すべきもので、今年度は特に定款・ 
細則が変更になったので、見直しをして下さいと 
のことでした。RI や地区のホームページも改良さ 
れ、いろいろな情報も掲載されているので、ぜひ 
アクセスしてみて下さい。（ID・パスワードは事 
務局に確認） 
 最後に討論形式で意見交換があり、会員が減少 
して財政が逼迫したため、ネットの普及もあり、

事務局を自宅に移してもらったり、幹事が事務局

を兼任して、何とか緊縮財政に対応しているクラ

ブもありました。 
＜公共イメージ部門－早川次年度広報委員長＞ 

 まず委員会の名称ですが、クラブ広報・雑誌委 
員会は「公共イメージ委員会」に変更となります。 
 また先程の桜まつりでのアンケート結果で、年 
代別の認知度の報告があり、ロータリーを知って 
いる人は、30 代では約 50％、20 代で約 25％、 
10 代では 0％ということで、もっと深く掘り起こ 
さなければならないということでした。 
ガバナーが J-COMに出演してPRしたことも、 

    果たして、何人の人が見たのかという意見もあり 
    ましたが、J-COMは多週に亘って放送しており、 

予算面からも適切だということです。今後、若い 
人達にどうやって認知してもらうかが課題。↗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今年度の End Polio Now は 8/3～5/18 日まで、 
キャンペーンが組まれており、各グループやクラ 
ブの協力で地区の経費が抑えられ、また募金は累 
計で約 170 万円になっているそうです。 
尚、ロータリーの公式ロゴが変更になりました。 

今後はこれを資料 
に使用して下さい 
とことです。 
（徽章は変更なし） 
 

＜会員増強部門－老沼次年度増強委員長＞ 

 本日は会員出席者が少ないようですが、当クラ 

ブも名門と言われ、歴史あるクラブですので、も 

う少し力を入れて、会員を増やしたいと思います。 

 私は会員増強委員長は 2回目ですが、今回の部 

門別会議ではリーダーは後藤 PG、サブリーダー 

は 3名いまして、内 1名は相模原東 RCの萬田氏 

でした。「増強に秘策はない、同じ攻め方はでき 

ない」と言っていました。 

 できるだけ若い会員を入れるようにとのことで、 

当クラブも若い方が揃ってきましたが、クラブ全 

体で増強を考えるということです。 

 また増強委員会に副会長に所属して頂いて、副 

会長が会長になる時まで継続性を持たせた方が良 

いと考えます。何もしなければ、会員は減る一方 

です。 

 地区の増強予算も 10万円しか計上してないが、 

パンフレットを作製してほしいという意見もあり 

ました。単年度でなく、3～4年使用できる物を 

検討してほしいとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

＜社会奉仕部門－田後社会奉仕・新世代奉仕委員長＞ 

     部門別会議のリーダーは河本 PGで、大変参考 

になりました。1つ印象に残ったお話は、社会奉 

仕活動はあちこちで行われているが、なかなかロ 

ータリーらしい奉仕活動は、見つけにくいという 

ことでした。 

     当日は瀬戸会長が事例報告されていましたが、 

当クラブの「セラピー犬」は、満足度の高い事業 

として紹介されており、とても誇りに思いました。 

ただ当日は発表時間が短くて残念でした。次年度 

も引き続き実施できればと思います。 

 

     ＜２０１４年地区研修協議会プログラム＞ 

    【全体会議Ⅰ】 

     点 鐘 

     開会宣言 

     国歌・ロータリーソング斉唱 

     物故者報告・黙祷 

     歓迎の言葉 

     紹介（現年度地区役員・委員長ほか） 

     基調スピーチ 

     ガバナー挨拶・本年度の活動報告 

     ガバナーエレクト挨拶 

     紹介（次年度地区役員・委員長ほか） 

    【部門別協議】（１３部門） 

    【全体会議Ⅱ】 

     表 彰 

     感 謝 

     次年度地区協議会ホストクラブ紹介 

     次年度地区協議会ホストクラブ代表挨拶 

     閉会宣言 

     点 鐘 

 

 

 

●大澤 重人君（相模原グリーンＲＣ） 

     本日は初めて中 RC さんにメイクに参りました。 

     また、ご案内も目的で大変恐縮です。なにとぞ 

     宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①先日の地区協議会の報告を参加の皆様、宜しく 

 お願いします。 

②職業ショートスピーチの横溝さん、楽しみにし 

 ています。 

③4 月入会記念日祝の神田さん、横溝さん、おめ 

 でとうございます。 

●神田 達治会員 

①グリーン RC の大澤会長、ようこそ。 

②先日は地区研修協議会ご苦労様でした。 

③本日は入会記念祝、ありがとうございます。 

●横溝 志華会員 

 入会記念日を祝って頂いて有難うございます。 

 また神田会員もおめでとうございます。 

●江成 利夫会員、竹田 繁会員 

①地区協報告の次年度会長・幹事、各委員長、 

 そしてショートスピーチの横溝会員、よろしく 

 お願い致します。 

②入会記念日祝の神田会員、横溝会員、おめでと 

 うございます。 

③ロータリー財団よりマルチプルフェローを受け 

 られる方々、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①4 月のお祝の神田さん、横溝さん、おめでとう 

 ございます。 

②職業ショートスピーチの横溝さん、楽しみにし 

 ています。 

●櫻内 康裕会員 

①入会記念日祝の神田会員、横溝会員、おめでと 

 うございます。 

②ショートスピーチの横溝会員、宜しくお願いします。 

●最住 悦子会員 

①4 月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②地区協議会に出席の皆様、お疲れ様でした。 

●田後 隆二会員 

 入会記念日祝の神田さん、横溝さん、おめでと 

 うございます。 

      本日のスマイル額 １５，０００円 

今年度の累計額 ８０７，１００円 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一昨日の地区研修協議会に参加された、次年度 

理事役員・各委員長の方々にはお疲れ様でした。 

当日は肌寒い天候で、会場までの上り坂は幾分楽 

だったのではないでしょうか？これが「快晴」で、 

気温 18℃だったら、汗ダク状態だったことでしょ 

う。雨にも降られず、日頃の行ないの良さですか 

ね。私は、その日頃の行ないの悪さがたたったの 

でしょうか、次年度スタッフではないのに参加し 

て参りました。 

協議会の報告は後程、次年度の皆さんよりあり 

ますので割愛致しますが、そもそも、なぜ私に召 

集が掛かったのかと申しますと、奉仕プロジェク 

ト「社会奉仕部門の分科会」で、セラピー犬活動 

の事例報告をお願いされたからです。 

先日 4 月 10 日に、いきなり杉岡 AG より連絡 

を頂き、翌 11 日には地区社会奉仕の塚原委員長 

から「有難うございます。宜しくお願いします。」 

と連絡を頂き、あれよあれよと言う間に決まって 

しまいました。 

初めてのお電話の方から、「有難うございます」 

と言われたら断りきれず、また「ロータリーにＮo 

      は無い」。これが頭の中に充満してしまい、また連 

    絡を受けた時は得意先から帰る車中で、かなりグ 

ッタリした後だけにダブルパンチでした。 

 とにかく何とかせねば･･･と、事務局に写真を 

大至急お願いし、大急ぎで資料を作成しました。 

パスト会長にもアドバイスを頂き、何とか 7～8 

分程度のレポートができました。 

 

 

 

しかしながら、当日の本番を迎えて、いただけ 

た時間は約 5 分。焦りました。時間を伸ばす算段 

はしていましたが、削る方は想定外でした。 

隣で一緒の分科会に参加していた田後会員には 

さぞ滑稽にみえたでしょう。自分でも発表中、話 

がおかしい、繋がっていないと思いつつも目で活 

字を拾い、そのまま声に出していて、もう止まり 

ません。 

報告を終えた時はへこみましたが、塚原委員長 

から「相模原中 RC は、いろいろと通年事業をし 

っかり実施していますね。」とコメントを頂いた 

時は救われましたが、今思えば、委員長は私が何 

を報告しようとも、あのコメントを用意されてい 

たのでは・・と気づきました。今回、逆に振れる 

ことも想定する必要性を学びました。 

 また、そろそろセラピー犬奉仕活動の最終事業 

“支援級在籍児の会「わたげ」”との実施時期なの 

ですが、代表の方から連絡があり、6 月頃の予定 

でしたが、時期を 2 学期に延期したいとの申し出 

がありました。 

この時期は諸事情で、代表としての動作が取れ 

ず、代理も引き受け手がないそうです。よって、 

時間に余裕のある 2 学期に要望となった訳です。 

この件は、また黛会長エレクトとも協議したいと 

思います。 

 本来ですと毎月 3 週目の例会は、たいがい会長 

幹事会の報告をして来ましたが、今月に限っては、 

26 日（土）開催により報告できません。よって、 

今日は「会長の愚痴の時間」とさせて頂きます。 

 

＜さくら祭り End Polio Now 事業報告＞ 

実施日：2014年 4月 5日（土）13時～17時 

    2014年 4月 6日（日）10時～16時 

参加者：4月 5日 40人、4月 6日 51日 

（地区内 10RCの会員、ガバナー、ガバナー補佐 

 地区委員会、インターアクトの皆さん） 

募金額：4月 5日 45,918円、6日 70,094円 

    計 116,012円（地区に送金） 

 

 



 
  

     ＜職業ショートスピーチ＞ 

                    横溝 志華 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 私は平成 7年に協栄生命保険㈱に入社しました 

が 2000 年 10 月に破綻し、2001 年にジブラルタ 

生命㈱が事業を継承して、約 20 年勤めています。 

 中国には当時、生命保険の会社はありませんで 

したので、全く何も判らずに入社しました。 

 本日は少し自分の PRをさせて頂きますが、先 

日 4月 10日の読売新聞に、ジブラルタ生命から 

「世界トップクラスの生命保険・金融サービス専 

門職で構成される MDRT 会員に 324 名が登録」と 

掲載され、私もその 1人です。（MDRTは、世界 

74カ国と地域の 450 社以上で活躍する、38,000 

名以上の会員を有する、卓越した生命保険と金融 

サービスの専門家による組織） 

 今回で 9年連続で登録されていますが、10年連 

続で登録されますと、終身会員になれますから、 

今年は正念場です。もし、会員の方で保険による 

節税対策など考えている方がいましたら、ぜひご 

相談下さい。 

 また職業スピーチとは話が違うのですが、今月 

中国に里帰りしてきました。中国のお盆「清明節」 

というのは 4月 4～6日にあり、今回は 10年振り 

に、この時期に 1人で行き、実家でゆっくりして 

きました。 

 その時、家のＴＶには 10のチャンネルがある 

のですが、２つのチャンネルはずっと日中戦争の 

ドラマをやっていました。こういった反日感情に 

対する TVを見て 20年後、30年後の中国はどうな 

るのかと心配になりましたが、１つの救いは米山 

奨学生たちは見方が違うということです。 

（概要にて掲載） 

 

 

 

＜ロータリー財団より表彰＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・田所  毅会員 マルチプルフェロー第５回 

 ・川合 貞義会員 マルチプルフェロー第２回 

 ・丸子 勝基会員 マルチプルフェロー第１回 

 ・伊倉 正光会員 ポールハリスフェロー 

    ご協力ありがとうございました！ 

 

＜相模原グリーン RC よりご案内＞ 

大澤 重人会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日はご案内があって、訪問させて頂きました。 

お手元にチラシをお配りしましたが、相模原グリ 

ーン RCの社会奉仕事業として「子どものための 

音楽会～小学生を対象としたクラシック音楽」を 

開催しますので、お子さんやお孫さんなど興味の 

ある方に、ぜひ来て頂ければと思います。 

（概要にて掲載） 

日時：５月５日（月）午後２時～４時 

場所：杜のホールはしもと  入場無料 

主催：相模原グリーンロータリークラブ 

後援：相模原市、相模原市教育委員会 

 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度幹事・クラブ事務局 研修会のご案内 

     今回は、次年度の準備の一環として導入された 

「ロータリークラブ・セントラル」のご説明も含 

めて研修を企画しております。つきましては登 

録シートに必要事項を記入の上、5月 1日まで 

にご返信下さい。 

 日時：5月 17日（土）13:30～16:00 

     場所：アイクロス湘南７階（藤沢市辻堂） 

 

２．ロータリー財団より、次の方々に表彰ピン、 

賞状が届きました。 

・田所 毅会員  マルチプルフェロー第５回 

・川合 貞義会員 マルチプルフェロー第２回 

・丸子 勝基会員 マルチプルフェロー第１回 

・伊倉 正光会員 ポールハリスフェロー 

 

＊次年度委員会活動計画書原稿提出のお願い 

対象の理事役員・各委員長にお渡ししておりま 

すので、5月 13日までにご提出をお願いします。 

 

例会プログラム 

４月２９日祝日休会 

５月 ⑥日祝日休会 

      １２日卓話 神田 達治会員 

         定例理事役員会 

      １９日卓話 櫻内 康裕会員 

      ２７日卓話 永保 固紀会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神田 達治会員  

1985 年 4 月 23 日 

・横溝 志華会員  

2011 年 4 月 5 日          

＜ショートスピーチ      神田 達治＞ 

入会歴が 40年近い方もおられますので、私 

はまだまだです。ロータリーで切磋琢磨して、 

これからも益々向上していきたく、今後とも宜 

しくお願い致します。    （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   ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター    大澤 重人君 

（相模原グリーンＲＣ） 

 

 
会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 １９名 ５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 
 

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

