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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

 

第５グループガバナー補佐            

      本日は貴重なお時間を頂戴いたしましたが、 
ガバナー公式訪問を控え、渡辺ガバナーの思い 
や、方針を皆様に共有して頂くための下準備の 
時間だとお考え頂きたいと思います。 
渡辺ガバナーからはゲイリーC.K.ホアン RI 

会長のプロフィールと、RI の方針及び渡辺ガバ 
ナーのプロフィールと、地区方針についての原 
稿をお預かりしております。既にガバナー月信 
やロータリーの友、活動計画書などに記載され 
ておりますし、地区研修協議会や PETS、セミ 
ナーなどでも繰り返し、お聞き及びのことと思 
いますので、要点と概略をお話させて頂きます 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐藤 祐一郎 

（ホアン RI 会長プロフィールと RI 方針、渡辺 
ガバナープロフィールと地区方針については割 
愛にて） 

ガバナー公式訪問では萬田会員維持・増強委 
員長もご同伴頂き、懇談会でも増強が話題にな 
ると思われますので、現況をご報告申し上げて 
おきます。 
昨年度は地区全体で 93 名の増加。第 5 グル 

ープでは 62 名の増加で、圧倒的な成果を挙げ 
ております。本年度増強目標では、地区全体で 
234 名、第 5 グループは 49 名という、これも 
最多の目標を掲げることができました。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
第 5 グループ皆様の意気 
の高さを感じております。 
尚、現時点で第 5 グルー 
プでは既に 9 名の新会員 
入会が確認され、目標に 
向けて幸先の良いスター 
トを切っていることを、 
併せてご報告致します。 
さて、せっかくお時間を頂きましたので、本年 

度から始まる新しいプロジェクトや、取り組みに 
ついて触れておきたいと思います。新たな取り組 
みですので、様々なご意見もあり、敢えて取り上 
げるのは、自ら墓穴を掘るようなものかも知れま 
せんが、既に実行に移されておりますので、誰か 
が皆さんに正しく説明して、ご協力をお願いしな 
くてはならないだろうと考えました。 
一つは高校生奨学金のプロジェクトです。実際 

のところ本年度に決まったことではないので、経 
緯は完全に把握している訳ではありません。菅原 
ガバナー年度に話が出て、その後、地区大会や研 
修協議会などで実行が明言され、財団委員会が担 
当して実施中です。 

詳細については、会長幹事会等で説明されてお 
り省略しますが、選考は本年度、支給の実行は来 
年度 7月に 2学年分、4月に 3学年分となります。 
3 年間のパイロットプロジェクトですので、その 
後の継続や制度の見直しについては、皆さんのご 
意見を伺ってということになります。 
人数は一人か二人を想定しておりますが、グル 

ープから一人の奨学生の場合、支給される 2 年分 
の 24 万円の内、8 万円がクラブ負担となります。 
二人の場合は、クラブ負担が 24万円になります。 
グループからの選出ですので、グループ全体で 

    これを援助すべく、人頭分担で賄うということを 
    会長幹事会で相談しました。一人当たり300～700 

円位になりますが、どうかご理解とご協力をお願 
い致します。 

もう一つは渡辺ガバナーが呼び掛け、横須賀 
RC が提唱する「E クラブ」についてです。既に 
手続要覧にもあるように、RI の決定事項ですから 
当然、提唱することに問題はありません。他地区 
の例を見ますと、会員は元ロータリアン、現ロー 
 

 
 

タリアンの家族、米山奨学生出身者などロータリ 
ーに関係があり、多少なりともロータリーを理解 
し、その活動や考えに賛同しているものの通常の 
クラブには何らかの事情で入会できない人達です。 
クラブの活動も定期的に集会を持ったり、現場 

での奉仕活動に参加したり、通常のクラブほどの 
濃密な会員同志の関係とは言えないまでも、かな 
りレベルの高い活動が行われているようです。 
グループで 2～3 人は推薦して欲しいという依 

頼がきており、今後、地区内の数か所で説明会が 
開催される予定ですので、宜しくお願い致します。 
ちなみに年会費は 6 万円、入会金 1 万円、ただし、 
チャーターメンバーは免除する予定だそうです。 

その他、今年は規定審議会への提案提出の年で 
もありますし、ロータリーカードの普及に本腰を 
入れるようですから、併せてご協力をお願い致し 
ます。 
最後に補助金を使ったプロジェクトと、公共イ 

メージ向上のキャンペーンについてですが、あく 
まで基本はクラブだと思っております。より効果 
的に実践するには、単独クラブよりも複数のクラ 
ブやグループでの取り組みが良いとは思いますが、 
発案、計画、企画はクラブの提案から始まります 
ので、ぜひ早めにお声掛け頂き、会長幹事会で検 
討、調整させて下さい。 
渡辺ガバナー公式訪問が有意義で、皆様とガバ 

ナーが懇親を深める時間となりますよう、祈念す 
ると共に、ご協力をお願い致します。 
 

＜小野会員の喜寿・甲斐会員の古希お祝＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 おめでとうございます！ 

 



 

      

    ＜喜寿お祝ショートスピーチ    小野 孝＞ 

     本日はお祝頂き、有難うござ 

います。ロータリーに入会して、 

誕生日祝は 38回戴きましたが、 

喜寿は 1回だけですから。 

 また油絵を習っているのです 

が、今度、上野の東京都美術館 

で展覧会があり出品します。機会がありましたら、 

    ぜひお立ち寄り下さい。    （概要にて掲載） 

    ＜古希お祝ショートスピーチ  甲斐 美利＞ 

     古希が自分のことではないよ 

うな気がしていて、孫がいない 

    せいか、実感がありません。 

     仕事もまだまだやらなくては 

    なりませんし、小野会員が私の 

    スポンサーであり、親でありま 

    す。親が元気一杯ですので、私 

    も、まだまだと思っております。（概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

「ガバナー補佐の役割について」 

文字通り、激務となるガバナーを「補佐」する 

責任を負うために、理事会の方針に従い、ガバナ 

ーから任命される役職です。 

     1996 年 2月のＲＩ理事会で、増大し続けるガバ 

ナーの責務を軽減するため、「地区リーダーシッ 

プ・プラン」（ＤＬＰ）が承認されました。1997 

－98年度、このＤＬＰを採択した地区は複数のガ 

バナー補佐を任命できることになりました。 

 

 

 

ＤＬＰには、ガバナー責務を軽減するばかりで 

なく、ガバナー補佐がガバナーの責務を分担する 

ことで、地区の運営の再編成が今まで以上に可能 

になったり、より柔軟性をもった公式訪問が実施 

できるようになるという効果がありました。 

 世界でＤＬＰを試験的に先に実施した 12地区 

は、1人のガバナー補佐が担当するクラブは 4～8 

クラブが妥当と判断しています。なお、2002年 6 

月 30日までに、全ての地区がＤＬＰを開発、採択 

しなければならなくなりました。 

ガバナー補佐の仕事は地区の中を分け、1人の 

ガバナー補佐が数クラブを担当することにより、 

ガバナーはクラブの管理面に付随する任務の多く 

を補佐に委任できることになりました。 

 具体的には、ガバナー補佐はＰＥＴＳや地区協 

議会に出席したり、各クラブを訪問したり、その 

スケジュールや計画を立てたりします。地区大会 

の各クラブ紹介の折、ガバナー補佐が自分の担当 

しているクラブについて、一言コメントを添えて 

紹介するという例も増えてきました。 

「ガバナー補佐になるための資格と研修」 

 ガバナー補佐もガバナーと同じように、その資 

格に対しては細かい決まりがあります。少なくと 

も 3年間、名誉会員以外の会員身分であること、 

「地区内クラブに所属している瑕疵なき会員」で 

あること、「クラブ会長を全期務めた経験」など 

が、必要です（『手続要覧』2010年 P41）。 

 ガバナー補佐は毎年、地区から 1年の任期で任 

命されるものですが、地区指導者の継続性を図る 

ため、そして多くの指導者に奉仕の機会を提供す 

ることができるように、その 1年の任期は 3期ま 

でに限って、務めることが推奨されています。 

こういった意味合いも含むので、パストガバナ 

ーの任命はしないように、となっています『手続 

要覧 2010年』Ｐ41を参照）。 

 研修はガバナーエレクトにより行われます。ガ 

バナーエレクトは地区諮問委員会や地区研修リー 

ダーの協力を得て、ガバナー補佐の研修プログラ 

ムを開発、実施する義務を負っているからです。 

 



                           

 

 

 

●佐藤 祐一郎君（津久井中央ＲＣ） 

 本日はお世話になります。渡辺ガバナーの公式 

訪問も宜しくお願い致します。 

●黛会長、櫻内幹事 

①今年一番の暑さになっているようです。熱中症 

 に気をつけて下さい。 

②佐藤ガバナー補佐、ようこそ。本日は宜しくお 

 願い致します。 

    ●小野 孝会員 

    ①ガバナー補佐、ようこそ。 

    ②会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

    ③本日は喜寿を祝って頂き、有難うございます。 

●田後 隆二会員 

 誕生日祝ありがとうございます。８月生れは、 

多いですね。 

●甲斐 美利会員 

     誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

とうとう古希を迎えました。元気に明るく、前 

向きに頑張ります。 

●伊倉 正光会員 

①ガバナー補佐の佐藤様、本日のクラブ協議会、 

     よろしくお願い致します。 

②会員誕生日祝をして頂き、有難うございます。 

●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 

①会員誕生日祝を受けられる方々、おめでとうご 

     ざいます。何才になられましたか？ 

②佐藤ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいまし 

た。よろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①佐藤ＡＧ、本日はご苦労様です。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③小野会員の喜寿と、甲斐会員の古希をお祝い申 

     し上げます。 

●竹田 繁会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②佐藤ガバナー補佐、ご苦労様です。 

③小野会員の喜寿、甲斐会員の古希、おめでとう 

     ございます。 

 

 

 

 

●中里 和男会員 

①佐藤ガバナー補佐、暑い中お役目ご苦労様です。 

②今月、会員誕生日祝の 6 名の方々、おめでとう 

 ございます。 

●神田 達治会員 

①外気温が体温を上回っていて、外出はしたくあ 

 りません！佐藤ＡＧご指導の程お願い致します。 

②8 月会員誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

③小野さんの喜寿、甲斐さんの古希を祝して。 

●加賀 治夫会員 

 例会、忘れていませんよ！ 

●瀬戸 裕昭会員 

①誕生日祝の会員の皆様、おめでとうございます。 

②佐藤ガバナー補佐、ようこそ！ 本日のクラブ 

 協議会宜しくお願い致します。またガバナー補 

 佐には残念なことに、ここは禁煙でございます。 

 更に途中休憩もございません。あしからず・・ 

③喜寿を迎えられた小野会員、古希を迎えられた 

 甲斐会員、おめでとうございます。 

●老沼 秀夫会員 

①佐藤ガバナー補佐、ようこそ！ ご指導宜しく 

 お願いします。 

②小野さん、甲斐さん、喜寿と古希それぞれ、お 

 めでとうございます。 

③誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●菊地 啓之会員 

①佐藤ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③小野会員の喜寿、甲斐会員の古希、おめでとう 

ございます。 

●金沢 邦光会員 

 佐藤ＡＧ、ようこそいらっしゃいました。暑い 

中、ご苦労様です。 

●最住 悦子会員 

①佐藤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

②8 月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

        本日のスマイル額 ３７，０００円 

        今年度の累計額 １４１，０００円 



 
       

 

８月２日（土）１６：３０～１８：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「陽光園」園庭にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
    報告事項 
    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①インターアクト合同会議・台湾インターアクト 

ウェルカムパーティーのご案内 

     第 3480地区（台湾・台北）から 8/21～25日の 

間、インターアクトの学生、委員が来日します 

ので、合同会議とウェルカムパーティーを行い 

ます。提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

 日時：8月 22日（金）16時～合同会議 17時 

～ウェルカムパーティー 場所：鎌倉プリンス 

ホテル 会費：6,000円  締切：8月 12日 

②地区米山奨学セミナー＆カウンセラー会議開 

催のご案内 

     今年度の米山奨学委員長、奨学生カウンセラー 

の出席をよろしくお願い致します。 

     日時：8月 29日（金）14～17 時 場所：アイ 

クロス湘南 締切：8月 18 日 

③青少年交換学生募集の件 

 県下高校宛にもご案内を送付しております。志 

願書、学校の推薦書はガバナー補佐経由で、ガ 

バナー事務所へ送付下さい。10月 31 日必着。 

２．小野孝会員が７月３０日に喜寿に、甲斐美利 

会員が８月５日に古希となられましたので、ク 

ラブ内規により記念品の贈呈。 

 

    ※移動例会「千曲川 RC との合同例会・相模原納 

涼花火大会」出欠表を回覧しております。 

 日時：8月 23日（土）16時集合「相模原駅」 

（三菱 UFJ 銀行前）よりマイクロバスにて。 

→「相模原調理師専門学校」（車利用者は駐車 

できますので、こちらから乗車）→ 回り道 

にて、観覧場所・割烹「三代」へ 

       例会プログラム 

８月１９日ガバナー公式訪問 

12:30～13:30 例会・ガバナー卓話 

13:30～14:30 ガバナーとの懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 

・田所  毅会員 ８月１８日 

・伊倉 正光会員 ８月２３日 

・田後 隆二会員 ８月２６日 

・佐々木敏尚会員 ８月２７日 

・櫻内 康裕会員 ８月３０日 

＜ショートスピーチ      櫻内 康裕＞ 

 誕生日祝を有難うございます。今年で 49才で 

すが、皆さんもご存知のように、一番下の子が 

2才ですので、長生きしなくてはなりません。 

健康には気をつけていますが、ここのところ、 

5日連続で会合があって、二日酔いが続いてい 

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「けやきの間」 

司  会   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 金沢 邦光会員 

 ゲスト   佐藤祐一郎Ｇ補佐（津久井中央）        

出席報告 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２２名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/22） 

１名 ９６．１５％ ９６．３０％ 

●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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