
第 1779 回例会 

７月 8 日 №2 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

     黛会長：本年度活動計画の報告を各委員長より 

お願い致します。会長としては、今年度は大 

きな活動は予定していませんが、当クラブが 

輝くように努めていきます。 

甲斐ＳＡＡ：今年度は特に卓話の時間を 30分 

確保するように致します。 

荻原クラブ管理運営委員長：各活動の責任者を 

 設けています。尚、ソングリーダー欠席の場 

 合は、委員全員の方にタクトをお願いします。 

老沼会員組織委員長：実施計画③副委員長から 

 委員長への 2年任期は、特に継続をお願いし 

 たい。また本日、例会前に当委員会で打合せ 

 を行い、増強計画の進め方を検討しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（要約にて掲載：「方針、実施計画」の発表は略） 
詳細は次週例会「増強セミナー報告」の折に 

 説明させて頂きますが、前半 6カ月間に集中 

 して行っていきます。 
金沢Ｒ情報委員長：研修リーダーを兼任してお 

 り、その内容は良く判りませんが、中長期的 

 な会合ができればと思います。情報集会では 

 増強に限らず、何かご意見をお願い致します。 

丸子奉仕プロジェクト(国際・職業奉仕)委員長： 

前年度のマカティボブラシオン RCとの交流は 

継続していきたく、また台湾・台中文心 RCと 

も交流できればと思います。職業奉仕は最近 

忘れがちですが、会員の会社訪問を予定して 

いますので、ぜひ推薦して下さい。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
菊地Ｒ財団・米山副委員長：活動のほとんどが寄 

     付のお願いです。財団や米山の月間だけでなく、 
     一年を通じてのご協力をお願い致します。 
    早川公共イメージ委員長：ロータリーセントラル 

は、RI の Web 上の制度で、いろいろなクラブ 
情報を閲覧することができます。 

 
        

今年初めての台風影響か、 
とても湿度の高い蒸し暑い 
日ですが、このような時は 
食中毒や熱中症などが心配 
され、感染症も流行ります 
のでご注意下さい。私の園 
でも、初めて「百日咳」に 
感染した子どもが出ました。 
感染症予防は手洗い・うがいが基本ですが、早寝、 
早起き、十分な睡眠と規則正しい生活、良く食べ、 
良く出すことが健康の条件となりますので、皆様 
もお気をつけ下さい。 
相模原中 RC 旗争奪・少年野球大会の決勝戦と 

閉会式が天候不順により、先日の日曜にやっと昭 
和橋下流の河川敷にある、スポーツ広場グラウン 
ドにて行われました。当クラブから加賀会員と江 
成会員が応援来てくれ、3 人で決勝戦を観戦し、 
16 時前に閉会式が行われました。 
優勝は「相武台レッドジャガーズ」、準優勝は 

「光が丘サンダースＪＢＣ」です。最後は点差が 
つきましたが、良い試合でした。この大会の上位 
４チームは、県大会や他の大会に選抜出場すると 
のことで、頑張って欲しいものです。 

さて、これから自分のロータリーの知識向上を 
目的として、ロータリークラブについて話したい 
と思います。先輩方にとっては、耳にタコができ 
るぐらい初歩的なことであったりしますが、お付 
き合いをお願い致します。 
「ロータリアンの３大義務」について 

ロータリーは、「まず例会出席から」と言われ 

ます。ロータリークラブ定款第9条1節には「各会 

員は本クラブの例会に出席するべきものとする。 

（後略）」とあり、このように、例会への出席は、 

会員の義務の一つになっています。 

 

 

 

この点は当クラブ会員皆様は立派ですが、先輩 

方にとっては「当たり前だ！」と言われそうです。 

例会は基本的に週１回開催され、やむを得ない 

事情により欠席した場合はメークアップ（補塡） 

ができるようになっています。年度の半期間にお 

いて、メークアップを含むクラブ例会出席率が50 

％に達していない場合、所属クラブの例会総数の 

内、少なくとも30％に出席していない場合、クラ 

ブ理事会が正当かつ十分な理由があると認めなけ 

れば、会員身分が終結する。ロータリアンでは無 

くなってしまいます。 

 2つ目は会費の納入です。所定の期限後30日以 

内に会費を納入しない会員に対し、クラブ幹事が 

書面で催告をして、その後10日以内に会費が納入 

されなければ、理事会の裁量で会員身分を終結し 

ても差し支えないことになっています。  

会員が納めた会費の使途は、クラブによって異 

なりますが、ほとんどはRI（国際ロータリー）人 

頭分担金というロータリアンがRIに収めなければ 

ならないお金も含まれていて、人頭分担金を納め 

なかった場合、クラブ消滅ということになります。 

3つ目は雑誌の購読です。RIの機関誌は、RI世界 

本部で発行している『The Rotarian』です。この 

他に世界各地で、30 のロータリー地域雑誌が発行 

されています。毎月の「ロータリーの友」もロー 

タリー地域雑誌に指定されていて、日本のロータ 

リアンは「ロータリーの友」か、『The Rotarian』 

を購読すれば、その義務を果たすことになります。 

 しかし「購読」ですから、単に代金を支払って 

「買う」ということではなく、その雑誌を「読む」 

必要があります。 

「ロータリーの友」は1953（昭和28）年１月に創 

刊、1980（昭和55）年7月号から、RI公式地域雑誌 

（現ロータリー地域雑誌）に指定されました。最 

近は各地域雑誌がWeb開設をして、広く情報発信を 

するようになっています。「ロータリーの友」も 

『Rotary Japan』を開設し、情報を発信していま 

すので、ぜひ覗いてみては如何でしょうか。 

 以上、「例会の出席」「会費の納入」「雑誌の購 

読」がロータリアンの３大義務と言われるものです。 

私も『ロータリーの友』を愛読したいと思います。 

（紙面上、一部要約にて掲載） 

 



 

 

      ＜米山記念奨学会より表彰＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     ・永保 固紀会員 第４回米山功労者 

・甲斐 美利会員 第３回米山功労者 

・小野  孝会員 第３回米山功労者 

・櫻内 康裕会員 第１回米山功労者 

       ご協力ありがとうございました！ 

 

      ＜ゴルフ同好会より表彰式＞ 

 
     
 
 
 
 
 
 
    ゴルフ同好会          荻原 利彦 

     前年度最終例会 6月 26日に、大厚木ＣＣにて 

開催されたゴルフコンペの表彰式を行います。 

今年度は原則として、夜間例会の時にコンペを 

行いますので、奮ってご参加下さい。 

    ・優 勝 竹田 繁会員  
    ・準優勝 瀬戸 裕昭会員 
    ・第三位 西島 満氏（元会員） 
 
 
 
    ●黛会長、櫻内幹事 
    ①2 回目の例会になりました。本日はクラブ協議 
     会になります。宜しくお願いします。 
    ②ご夫人誕生日の皆さん、おめでとうございます。 
     

 
 
●黛 裕治会長 
 妻の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 
●竹田 繁会員 
 先々週の最終例会の日に、ゴルフコンペでベス 

グロ優勝致しましたので、賞金の半額をスマイ 
ル致します。 

●松尾 秋夫会員 
 家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 
●田後 隆二会員 
 妻の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 
 早退しますが、戴く物は、戴いていきます！ 
●丸子 勝基会員 
ご夫人誕生日祝を受けられる皆様、おめでとう 

 ございます。いつまでも奥様をお大事に！ 
●小野 孝会員 
 ご夫人誕生日祝の中里さん、松尾さん、黛さん、 
 田後さん、おめでとうございます。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①今日はお暑つうございます。 
②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。 
③クラブ協議会、会長・幹事宜しくお願いします。 
●伊倉 正光会員 
①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
②会長、各委員長にはクラブ協議会よろしくお願 
 い致します。 
●神田 達治会員、菊地 啓之会員 
①7 月ご夫人誕生日祝の中里・松尾・田後・黛さ 
 ん、おめでとうございます。 
②次々週は、私の卓話です。大勢のご出席お願い 
 致します。（菊地より） 
●阿部 毅会員 
①早々のお役目、会長及び各担当理事の皆さん、 
 本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。 
②本日、ご夫人誕生日祝をお迎えの皆様、おめで 
とうございます。 

●横溝 志華会員 
 新年度おめでとうございます。今年度も皆さん 
 と楽しく過していきます。宜しくお願いします。 
●最住 悦子会員 

7 月奥様の誕生日祝の皆様、おめでとうござい 
ます。 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2016 年規定審議会アンケートのお願い 

規定審議会は、我々個々のクラブが国際ロータ 

リーの根幹に参加できる唯一の制度です。建設 

的な「提言・提案」を発議してクラブ活性化に 

結び付けたく、別紙アンケートに回答をお願い 

致します。回答者：クラブ会長 締切：7/10日 

②地区奉仕プロジェクトセミナー開催のご案内 

     社会奉仕・国際奉仕合同での奉仕プロジェクト 

セミナーを開催しますので、各クラブより会長、 

幹事、奉仕プロジェクト・社会奉仕・国際奉仕の

各委員長の内、2名の出席をお願い致します。 

     日時：7月 26日（土）14:00～17:00  

場所：アイクロス湘南（辻堂駅）締切：7/15日 

③インターアクト合同会議のご案内 

     日時：7月 26日（土）14:00～17:00 

     場所：第一相澤ビル６階  締切：7/18日 

④上半期人頭分担金 送金の依頼 

     地区資金（会員一人当り） 

・本会計（上半期分）7,850円 

     ・事業会計（ 〃 ）4,150円 

     ・地区大会分担金  8,000円 計 20,000円 

    ※会員数は 7/1日現在にて、7月中に送金下さい。 

  
例会プログラム 

７月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 

       ２９日卓話 中里 和男会員   

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中里 和男ご夫人 7 月 1 日  

・松尾 秋夫ご夫人 7 月 10 日 

・田後 隆二ご夫人 7 月 19 日 

・黛  裕治ご夫人 7 月 26 日 

 

＜お祝ショートスピーチ    田後 隆二＞ 

 家内の誕生日祝をあり 

がとうございます。家内 

は年齢が 1つ下ですが、 

7月生れで、私が 8月生 

れなので、この 7～8月 

間だけは同い年になり、 

タメ口がきけるというこ 

とで楽しみにしているよ 

うです。ただ、この月以 

外は、私が主人扱いされているかというと、そ 

ういう訳でもなくて?!・・。  (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「けやきの間」 

司  会   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 横溝 志華会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

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％ ９５．６５％ 

●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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