
第 1778 回例会 

７月１日 №１ 

 

●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            

2014～15年度の会長をさせて頂きます黛 裕 

治です。月日の経つのは早いもので、今年もあ 

っという間に半年が過ぎて、新年度となってし 

まいました。入会した約７年前には、自分が会 

長になるなどとは微塵も考えたことは無く、数 

年前に順番で回って来ることが分かり、いつの 

間にか幹事を務め、準備をするはずの一年を漠 

然と過ごし今日となりました。瀬戸前会長が事 

あるごとに意識づけをしてくれたのですが・・。  

今の正直な気持ちはと言うと「とうとう、こ 

の日が来てしまった、どうしよう！」という緊 

張感と諦め、「７月１日に行う例会は、日本一、 

もしかすると世界一早い例会なのかな」などと 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黛 裕治 

どうでもよいことを考えて現実逃避をしつつ、 

少し開き直ったような、変な感覚の自分がここ 

にいます。 
まだまだ会長になったという意識も知識も薄 

く、頼りなく感じられることと思いますが、ロ 

ータリーの友情に免じて、温かく長い目でご容 

赦頂けますようお願い致します。物忘れが少し 

多く痴呆気味ではありますが、一年後には少し 

は進歩しているように努力していきますので、 

皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

さて、この一年間は地区補助金等を利用した 

大掛かりな奉仕事業は計画してはおりません。 

大きな声で言うことでもないですが、それは、 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
ここ数年来、行っている奉仕活動を行うことの他 

に、この中クラブにとって、大切なことをやらな 

ければならないと思ったからです。 

例会場を「あじさいの間」から、「けやきの間」

へと変更しました。ちょうど 80 名定員の部屋か 

ら 40 名定員の部屋に変わった理由は、皆様には

お解りのことと思います。現状を維持するには、

32 名程会員がいないと難しいと思われます。出来

れば 35名！！ 目標は純増 2名としてあります。 

     先日参加しました「地区会員増強セミナー」で 

は、例会場変更は後ろ向きの策だとグループ討議 

を担当していた地区幹事に言われました。確かに 

夢のある策ではありません。 

出席率が良いと言えば、ただの仲良しクラブで 

終わってはダメとも言っていました。名指しで言 

われた訳ではありませんが・・。 

「増強」「増強」と、いろいろなセミナー毎に言 

われ続け、洗脳されてしまった訳ではありません。 

何が何でも遮二無二に特例を与えて、誰でも良い 

からというような増強をしたいとは思いません。 

ですが、今の相模原中 RCの気持ちの良い仲間は 

増やしたいと思っています。と言って、私に秘策 

がある訳でも、新入会員の当てがある訳でもあり 

ません。 

仕事柄、園児の父母保護者に候補者となる人が 

いないか探してみますが、口だけで終わらないよ 

うに、頭は期待できませんので、せめて身体を動 

かそうと思います。 

     それと例会の充実です。会員からの職業奉仕の 

卓話も興味深く、付き合いの世界の狭い私には、 

とても貴重な話ばかりなのですが、なかなか話を 

聞く機会のない外部卓話者を、ご紹介頂くのも一 

案かと思っていますが、できれば謝礼の掛からな 

い方は大歓迎です。 

     明るい夢も希望もない、世知辛い年度となりそ 

うな新年度のご挨拶となっておりますが、基本は 

楽しく充実した奉仕事業と、例会親睦活動だと思 

います。行事的には、 

・陽光園交流会「夕涼み会の参加」 

・千曲川 RC合同例会「相模川花火大会」（予定） 

・セラピー犬による「自閉症児の会（わたげの会）」 

 への支援 

 

 

 

・相模原市少年野球「夏季大会」支援 

などを行っていきます。今年度の活動計画につい 

ては、次週のクラブ協議会で行う予定ですので、 

これぐらいにしておきます。 

充実した楽しい例会親睦活動を中心に、奉仕事 

業や活動がスムーズに展開されるように努めてい 

きますので、よろしくお願い致します。 

（一部、要約にて掲載） 

 

  

幹事              櫻内 康裕 

 とうとう幹事の順番がきてしまったと、ここ最 

近思うようになりました。入会して 5年が経ち、 

6年目での幹事職です。 

 幹事は会長を補佐・協力し、クラブ活動を先導 

していかなければと思っていますが、何分にも、 

まだまだロータリアンとして自覚と教養も無い私 

ですので、会員皆様のご協力とお力添えを宜しく 

お願いしたいと思います。 

 ここのところ、いろいろな資料を拝見させて頂 

いているのですが、「幹事の任務」について記載 

されているものがありました。 

①例会にて「本日のお知らせ」の報告 

②会計伝票の確認と署名 

③例会欠席者に「本日のお知らせ」を送る 

④回覧資料、出欠表の確認 

⑤理事会、クラブ協議会の進行  等々 

 地区研修協議会などでの説明では、今までと特 

に変わったのが、会長や幹事は地区や RIの Web 

サイトにアクセスして、情報の出し入れや更新が 

できるようになりました。まだ具体的には何もや 

っておりませんが、とにかく皆様に情報を的確に 

伝えて、前年度同様に楽しい例会を心掛けていき 

たいと思っております。 

 それには、まず会員増強を協力して進め、でき 

るだけ早く例会場を「あじさいの間」に戻したい 

と思います。個人的には何故、なかなか会員が増 

えないのかと考えた時、現状が楽しくて、満足し 

てしまったように感じています。 

人数が増えないと、奉仕活動や財政にも支障が 

出てきまので、まずは純増 2名を達成して、あと 

は少しでも多く増強したいと思います。  ↗ 

 



 
      

動かなければ、何も進みません。他クラブではグ 

ループで活動し、入会者も増えておりますので、 

頑張りましょう。今年度一年間、よろしくお願い 

致します。      （一部、概要にて掲載） 

 

＜新例会場風景・けやきの間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
●黛会長、櫻内幹事 
 いよいよ 2014～15 年度が始まりました。一年 
 間、楽しく行っていきましょう。宜しくお願い 
します。 

    ●小野 孝会員 
    ①誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 
    ②今年度もよろしくお願い致します。 

●瀬戸 裕昭会員 
①黛会長、櫻内幹事、一年間宜しくお願いします。 
②小野会員、誕生日祝おめでとうございます。 
③今年度も一年間、楽しくやっていきましょう。 
●豊岡 淳会員 
①黛会長、櫻内幹事、一年間宜しくお願いします。 

    ②小野会員、誕生日祝おめでとうございます。 
    ●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
     皆さん、今日は。本年度、会場監督を担う甲斐 
     美利・江成利夫・佐々木敏尚です。一年間よろ 
     しくお願い致します。 
    ●永保 固紀会員 

黛年度、よろしくお願いします。 
●加賀 治夫会員 

     会長・幹事、本年度も宜しくお願いします。 

 
 

●神田 達治会員 
①新年度を迎えて、黛会長・櫻内幹事のご健闘を 
 お祈りして。 
②直前年度の会長・幹事、ご苦労様でした。 
③小野さん、誕生日おめでとうございます。 
●金沢 邦光会員 
 新年度スタートですね。一年間よろしくお願い  
 します。黛会長、櫻内幹事、頑張って下さい。 
 それにしても二人とも難しい漢字ですねぇ～。 
●最住 悦子会員 
①瀬戸さん、豊岡さん、お疲れ様でした。 
②黛さん、櫻内さん、宜しくお願いします。 
③小野さん、誕生日おめでとうございます。 
●竹田 繁会員、丸子 勝基会員 
①黛会長、櫻内幹事の新年度を祝います。今年度 
もロータリーを楽しみましょう。 

②小野会員の誕生日祝、おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①黛会長、櫻内幹事、1 年間宜しくお願いします。 
②小野会員、誕生日祝おめでとうございます。 
●川合 貞義会員、田所 毅会員 
 新年度に入りました。黛会長、櫻内幹事、一年 
間ご苦労をかけると思いますが、よろしくお願 
いします。 

●老沼 秀夫会員 
①会長、幹事、理事役員一年間頑張って下さい。 
②小野さん、誕生日おめでとうございます。そろ 
 そろ静かにしましょうネ！ 
●松尾 秋夫会員 
①前年度の瀬戸会長、豊岡幹事、理事役員の皆様 
 一年間ご苦労様でした。今年度の黛会長、櫻内 
 幹事、他理事役員の皆様、一年間体に気をつけ 
 て頑張って下さい。 
②誕生日祝の小野さん、おめでとうございます。 
 いつまでも健康にご留意して、ご活躍下さい。 
●阿部 毅会員 
①また新たな気分で、新年度のスタートです。 
 黛会長、櫻内幹事を先頭に、会員増強実現の年 
 度に向けて頑張りましょう！ 
②小野会員の誕生日、お祝い申し上げます。 

本日のスマイル額 ２４，０００円 



                           

 

＜委員会報告＞ 
会員組織委員長        老沼 秀夫 

 本日、会長・幹事の挨拶 
でも「会員増強」というこ 
とで、新年度早々ですが、 
会員増強委員会による打合 
せを行います。次週例会 8 
日（火）例会前 11:30 に例 
会場にご集合下さい。今年 
度会員増強のメンバーは、金沢・川合・神田・菊 
地・阿部・横溝・田後各委員です。宜しくお願い 
致します。 

 

＜６月２６日 年度最終例会・一泊例会分＞ 

 
 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
     一年間クラブ運営にご協力頂き、有難うござい 
     ました。本日は楽しみましょう。 

●黛 裕治会員 
     瀬戸会長、豊岡幹事、一年間お疲れ様でした。 

 淋しいですか?! 今日は存分に楽しみましょう。 
●江成 利夫会員 
 １年振りの移動一泊例会です。今夜は楽しく過 

ごしましょう。 
●阿部 毅会員 
 瀬戸会長、豊岡幹事、一年間つつがなく終了し 
 お疲れ様でした。 
●加賀 治夫会員 

     会長・幹事お疲れ様でした。 
＜今年度最終の一泊例会を祝して＞ 

    菊地啓之会員、最住悦子会員、横溝志華会員 
    永保固紀会員、櫻内康裕会員、早川正彦会員 
    竹田 繁会員、神田達治会員、田所 毅会員 
    伊倉 正光会員 
                2013～14 年度スマイル累計額 
                 ９７５，３００円 

多くの皆様のご協力ありがとうございました！ 

 
 
 

 
 

  ＜２０１３～１３年度スマイル大賞＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       丸子 勝基会員が受賞 

 多くのご厚志に感謝します！（親睦委員会より） 

               
 

＜理事会報告＞ 

①今年度委員会活動計画書及び名誉会員の承認。 

 名誉会員として伊藤茂氏、鹿島直麿氏。 

②前年度一泊例会の収支報告 

 会員会費 15,000円×20名＝300,000円 

 支出（箱根パークス吉野） 464,850円 

 差引 164,850円＋振込料 756円＝165,606円 

 ※前年度分にて負担 

③陽光園との交流会「夕涼み会」共催の依頼。 

 日時：8月 2日（土）16:30～18:30 

 経費：風船 800個、参加者飲物代で約 5～6万 

    円は社会奉仕予算にて。 

 ※会員有志にての参加（参加者はメイク扱い） 

④8/26日（火）→23日（土）移動例会の件。 

 千曲川 RCとの合同例会を予定（花火大会）。 

 集合時間・場所、マイクロバス（会員用）の 

 手配などは姉妹クラブ委員会に一任。 

⑤光明学園インターアクト活動支援金の件 

 前年度は新世代奉仕予算より 8万円を支援。 

 ※前年度の活動支援金収支報告の提出を依頼。 

⑥高校生奨学生制度の負担金拠出方法について。 

 各クラブ人頭割（1人当り約 250円×28名＝ 

 約 7,000円）負担を承認。 

⑦ガバナー候補者推薦依頼の方法について 

 地区より告知書が届いた時点で、総会を開催。 



      
 

皆出席者名（敬称略） 

①神田 達治 

②川合 貞義 

③菊地 啓之  

④丸子 勝基 

⑤金沢 邦光 

⑥瀬戸 裕昭 

⑦江成 利夫 

➇阿部 毅 

 ⑨豊岡 淳 

 ⑩櫻内 康裕 

 ⑪荻原 利彦 

 ⑫伊倉 正光 
（※出席免除者、病欠者 
は対象外） 

     

 

 

     ＜瀬戸直前会長に記念品贈呈＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    直前会長            瀬戸 裕昭 

3年前に幹事を務めた時には、記念品として家 

    族のために「デジカメ」を戴きしましたが、今回 

は自分用に、ブランドのゴルフウェアをお願いし 

ました。会長職を一年間務め、当初は仕事との掛 

け持ちが大変で 4キロ程痩せましたが、後半では 

6キロ程増えてしまいました。このゴルフウェア 

を着て一生懸命ゴルフをし、少し痩せようと思っ 

ています。（概要にて） 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ＜豊岡直前幹事に記念品贈呈＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 直前幹事           豊岡 淳 

  今回、記念品としてロータリーバッジをお 

 願いしました。パスト幹事用の少し高いバッ 

ジです。私もロータリアンの自覚を持って、 

このバッジを付けて、会員増強などに向けて 

ここぞというときに使いたいと思っています。 
                （概要にて） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区ロータリー財団セミナーのご案内 

 下記にて開催しますので、クラブ会長、ロータ 

リー財団委員長（地区補助金申請予定のクラブ 

は奉仕プロジェクト委員長も含む）のご出席を 

お願い致します。尚、ご都合が悪い場合は代理 

者を指名してご出席下さい。 

     日時：7月 19日（土）13:00～17:00 

     場所：アイクロス湘南７階（辻堂駅前） 

     返信締切：7月 10日 

     〇持参資料 1)補助金ハンドブック（地区ＨＰ 

財団委員会からダウンロード）2)RI 戦略計画       

②ロータリー財団奨学生募集のご案内 

     応募したい学生から問い合わせがありました 

ら、ぜひ貴クラブにてご対応をお願い致します。 

 （詳細はパンフレット回覧） 

  
＊少年野球 決勝戦及び閉会式について 

     先日は雨天延期となりましたので、改めて日程 

をご連絡致します。 

     日時：7月 5日（土）閉会式は 16 時頃より 

（決勝戦は 14 時頃より開始） 

場所：「ひばり球場」（淵野辺公園内） 

  
例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 伊倉 正光会員 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小野  孝会員  

1977 年 6 月 17 日 

 

＜お祝ショートスピーチ     小野 孝＞ 

 毎年、新年度の第 1回例会で誕生日をお祝し 

て頂き、ありがとうございます。7月 30日で、 

77才になりますが、ロータリーに入っている 

せいか、元気で過ごしています。 

 人生で第一は健康で、次が友だちだと思って 

います。大勢の方よりお祝頂き、私はやはり、 

ロータリーが好きなのです。   （概要にて） 

 

例会プログラム 

７月 ８日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

      担当：会長、各委員長 

  １５日「会員増強セミナーの報告」 

      担当：老沼会員組織委員長 

  ２２日卓話 菊地 啓之会員 

       

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２５名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９２．５９％ ９６．４３％ 

●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   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

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