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会 長            

いよいよ今年度、当例会場での最終の例会と 
なりましたが、本日は杉岡ガバナー補佐、佐藤 
次年度ガバナー補佐、ようこそお越し下さいま 
した。私の懺悔の日に来られるとは、思いもよ 
りませんでしたが・・、そして今晩の現・次年 
度合同会長幹事会も宜しくお願い致します。 
この後、「活動のまとめ」として協議会を行 

いますので、各理事・委員長の皆様にも「一年 
のまとめ」をお願い致します。 
ここまで来ますと、さすがに顔がほころびま 

す。マラソンで例えるなら、競技場トラックを 
あと残り半周といったところでしょうか？ ま 
ずは完走できそうで、ホッとしております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀬戸 裕昭 

 ちょうど 1 年前、マラソンのスタート位置に 
立った時のような感覚が蘇ります。それなりに 
スタート前のアップはこなして来たつもりでした。 
地区補助金申請の為のセミナー参加や手続き、 

提案書や申請書の作成、約 3 ヶ月掛かりました。 
事前の会長幹事会参加が 5 回。PEST では、地 
区役員の方々のお揃いのネクタイにビックリし、 
更に地区ガバナーから配ばられた同じネクタイ 
にまたビックリした事。少年野球の開会式では、 
人前での初スピーチ。スピーチは何とかこなせ 
ましたが、始球式はドキドキでテンパリ、暑さ 
だけではない妙な汗をかいたのを思い出します。 
こうして場数を積み、少しずつ慣れていった 
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つもりでしたが、やはり年度スタート直前は何と 
も言えない重～い感覚でした。 

いざ、スタートしてみると周りのスピードに圧 
倒され、それでも「ついていかなければ」的な思 
いで走り、知らぬ間にトップをひた走る自分がい 
て、またまたビックリです。会長職ですから、ト 
ップを走るのは当たり前ですが、最初だけ目立っ 
てしまうのも如何かと思い、このスピードでゴー 
ルまで行けるはずが無いとも感じましたが、とに 
かく周りのスタートダッシュにもビックリでした。 
 その後、プログラムの沿っての奉仕活動や国際 
交流など、次々とやってきます。 
8 月／千曲川 RC との合同例会、陽光園夕涼み会 
10 月／韓国・龍仁 RC の創立 35 年式典への参加 
9、11 月／セラピー犬による福祉施設慰問(2 カ所) 
12 月／年末家族例会 
前半戦はなかなか忙しく動いていたつもりで、特 
に年末にフィリピン台風被災地支援の募金は、私

にとって非常に印象深いものとなりました。 
     後半のプログラムは、少々ペースダウン気味で 

はありましたが、外部卓話を依頼し、多少変化が 
あって良かったと思います。3月の IM参加では、

多くの会員に出席して頂き、相澤ガバナーと杉岡

ガバナー補佐と一緒に撮りました記念写真が、会

長として誇らしく思いました。 
     年度末には、4 年越しに実現したフィリピン・

マカティーポブラシアン RC を日本に迎える事が

出来ました。お忙しい中、時間をとって頂いた加

山市長や、杉岡会頭（ガバナー補佐）には敬意を

表します。更に杉岡会頭には、懇親会までおつき

合い頂きまして有難うございました。会頭の英語

のスピーチは、私にとって圧巻でした。 
     こうしてこの 1 年、その都度、皆様にご協力頂

き、何とか今日まで来れました。私自身、未熟で 
不慣れで行き届かないことも、多々あったかと思

いますが、ロータリーの友情に免じてご容赦頂け

れば幸です。今後、重責を担う若いロータリアン

の皆さん、この程度でも何とか一年持つのだと確

認できたかと思います。力むことなく、頑張って

下さい。私も微力ながら協力致します。最後に、

皆様のご指導ご協力に感謝して、一年間のまとめ

とさせて頂きます。    （一部要約にて掲載） 
 

 
  

＜クラブ協議会＞（要約にて掲載） 

〇幹事－豊岡幹事 

 なかなか自分が目指していた通りには、上手く 

いかなかったが、次々年度の会長の時には、この 

教訓を活かしていきたいと思います。特に会員増 

強が出来なかったことが一番心残りです。 

〇会場監督－丸子委員長 

 卓話の時など私語もほとんどなく、品格ある例 

会ができました。私も赤いジャケットを着て、明 

るい雰囲気づくりに努めました。 

〇会計－神田委員長 

 気掛かりでした本会計は、やはり厳しい状況で、 

30～35名程度の会員が必要です。反対に奉仕会計 

は充分にあるので、ぜひ活用して頂きたい。 

〇会計監査－櫻内委員長 

 年度末に一回の仕事で、ちょうど本日、その監 

査中です。特に問題はないかと思います。 

〇クラブ管理運営－菊地委員長 

 例会場が前半は「敦煌」、後半は「市民会館」 

に変更になり、SAAと連携しながら会場設営を協 

力。タクトは女性会員の最住さんを中心にお願い 

しました。祝記念品では選択に悩み、最終の一泊 

例会は何とか予算内で行えることになりました。 

 スマイルは予算 80万円に対し、約 90万円余で、 

出席率は 100％達成が 24回、5月までの月平均は、 

97.5％で、皆出席者は現在 12名です。尚、欠席 

者は昼食注文の都合上、ぜひ事前連絡下さい。 

〇会員組織－甲斐委員長 

 結果的には 1名減です。私も工業部会や青工研 

などを勧誘しましたが、成果は出ていません。当 

クラブにもその出身者もおりますので、次年度に 

繋げていければと思います。 

〇奉仕プロジェクト－早川委員長 

 私が印象深かったのは、韓国・龍仁 RC周年式典 

訪問時の瀬戸会長のスピーチです。また 3月に来 

日したフィリピン・マカティ RCと 4日間に亘っ 

てのおもてなしや、楽しい時間を過ごせました。 

尚、国際奉仕部門の委員長は、できれば英語が話 

せる方が良いのではと思いました。 

〇ロータリー財団・米山－瀬戸会長（代理） 

 最後まで、なりふり構わず寄付のお願いをして 

財団・米山・ポリオと達成することができました。↗ 

 



 

 

できれば自発的にと思いましたが、強制的な部分 

もあったかと思い、ご協力に深く感謝致します。 
〇広報・雑誌－瀬戸会長（代理） 

 田後委員長には現在、HP を担当してもらって、

以前よりコストも安く、見やすくなりました。 
 
 
 
●杉岡 芳樹ガバナー補佐（相模原ＲＣ） 
 ガバナー補佐として、最後の例会参加となり、 
 1 年間お世話になりました。瀬戸会長・豊岡幹 
 事におかれても、そろそろですね。本日は次年 
 度ガバナー補佐の佐藤さんをご紹介します。 
●佐藤 祐一郎ＡＧエレクト（津久井中央ＲＣ） 

     本日はお世話になります。1 年間宜しくお願い 
     申し上げます。 

●鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 
     本日はお世話になります。今年も酷暑の日が続 
     きそうで、熱中症予防を万全になさって下さい。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①杉岡ＡＧ、佐藤ＡＧＥ、ようこそ。今晩の会長 

幹事会もお手柔らかにお願いします。 
②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●小野 孝員 
①入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 
②杉岡Ｇ補佐、一年間ご苦労様でした。 
●老沼 秀夫会員 
①入会記念日祝を戴き、ありがとうございました。 

     これからも宜しくお願いします。 
②杉岡Ｇ補佐、一年間お世話になりました。 
●江成 利夫会員 
①入会記念日祝を戴き、有難うございました。 
②杉岡Ｇ補佐、佐藤Ｇ補佐エレクト、ようこそ。 
●佐々木 敏尚会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②先週は妻の誕生日祝を戴き、有難うございました。 
③6 月 14 日(土)に、弁護士会相模原支部 20 周年 
 記念を開催し、杉岡Ｇ補佐と田後さんにもご出 
 席頂きました。有難うございました。 

    ●黛 裕治会員 
①杉岡Ｇ補佐、佐藤Ｇ補佐エレクト、ようこそい 

     らっしゃいました。宜しくお願い致します。 
    ②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

 
 
●川合 貞義会員 
①杉岡Ｇ補佐ご苦労様です。もう少しですね。最 
 後まで宜しく。佐藤次年度Ｇ補佐、ようこそ。 
②ロータリー歴 40 年程になりました。これから 
 も面倒をみて下さい。 
●竹田 繁会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②杉岡Ｇ補佐、佐藤Ｇ補佐エレクト、ご苦労様です。 
●神田 達治会員 
①現・次ＡＧ、ご苦労様です。 
②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●菊地 啓之会員 
①杉岡Ｇ補佐、お疲れ様でした。次年度佐藤Ｇ補 
 佐、よろしくお願いします。 
②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②クラブ協議会、宜しくお願い致します。 
●阿部 毅会員 
①杉岡ＡＧ、あと少しですね。佐藤ＡＧＥ、次年 
度は宜しく。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。      
③本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。 
●最住 悦子会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②杉岡Ｇ補佐お疲れ様でした。佐藤次年度Ｇ補佐 

よろしくお願いします。 
●櫻内 康裕会員 
①杉岡Ｇ補佐、お疲れ様でした。佐藤Ｇ補佐ｴﾚｸﾄ 
これから宜しくお願いします。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●金沢 邦光会員 
 いよいよラストスパートですね。申し訳ありま 
 せんが、本日早退させて頂きます。 
●永保 固紀会員 
①杉岡Ｇ補佐、ようこそ。 
②都合により、少し早退します。 
●田後 隆二会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②最終例会休みます。スミマセン、一年間お世話 
になりました。 

●次年度ＳＡＡ・親睦委員会 
 昨日の次年度の両委員会打合せの余剰金です。 



 
 

     ＜現・次年度ガバナー補佐ご挨拶＞ 

    〇ガバナー補佐         杉岡 芳樹 

     1 年間のお礼に伺いま 
した。会長・幹事は残り 
1 回で終りということで 
すが、私は最後に特別代 
表として相模原橋本 RC 
の認証式があります。 
 瀬戸会長・豊岡幹事と 
は昨年 2 月より、計 17 
回の会長幹事会にご一緒させて頂き、クラブ訪問 
も計 6 回出席しました。 
 特にフィリピンのマカティ RC の時は楽しい時 
間を過しました。また青少年交換では、竹田会員 
にホストファミリーをお引き受け頂き、本当に感 
謝しております。1 年間、有難うございました。 
 既に次年度の活動もスタートしておりますが、 
佐藤氏は津久井中央 RC のチャーターメンバーで 
あり、年も私より若い、ガバナー補佐ですので、 
宜しくお願い致します。      （概要にて） 
 
〇ガバナー補佐エレクト    佐藤 祐一郎 

     私は 21 年前に、35 才 
の時に津久井中央 RC に 
入会しました。当時は、 
全て大先輩ばかりでした 
が、入会以来、ロータリ 
ーを楽しんできました。 
友人もたくさんできまし 
たので、皆様もたっぷりと楽しんで下さい。 
 ガバナー補佐として、研修でしごかれておりま 
すが、第 5 グループは橋本 RC 創立により、クラ 
ブ数でも会員数でも地区内最大なり、責任の重さ 
を感じております。中 RC も次年度はぜひ、会員 
増強で頑張って下さい。      （概要にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義会員 1977 年 6 月 17 日 

・小野  孝会員 1977 年 6 月 17 日 

・老沼 秀夫会員 1991 年 6 月 18 日 

・江成 利夫会員 2007 年 6 月 5 日 

 

報告事項  ありません 

 

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「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ゲスト 杉岡ガバナー補佐（相模原 RC） 

      佐藤祐一郎ガバナー補佐エレクト（津久井中央） 

ビジター  鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

例会プログラム 

６月２４日→２６日（木）移動例会・一泊例会 

      18:15 点鐘 「箱根パークス吉野」 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２６名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．４３％ 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

