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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

クラブ管理運営委員長            

      フォーラム開催にあたり、“フォーラム”と 

は何かを調べてみました。フォーラムとは、古 

代ローマの集会場（公共広場の呼称）の「フォ 

ルム」からきているとのことです。 

現代では公の討論会やその場所、討論法まで 

の幅広い意味を持つようです。場所としては、 

市役所・新聞の投書欄なども含まれ、討議法と 

しては集団討議法のレクチャーフォーラム（講 

師が講演の後に行う）、ディベートフォーラム 

（複数の討論者の後に全員で討議）、これらの 

フォーラムに、専門家をオブザーバーとして入 

れて行うコロニーフォーラムなどがあるよう 

です。資料として動画や写真を用いたものは、 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荻原 利彦 

フィルムフォーラムというようです。結局はこ 

れだという形態や方法はなく、皆でオープンに 

討議するということだと思います。その意味で 

は、漠然と思っていたフォーラムと一致します。 

 そこでフォーラムを開始するに当たり、今年 

度の委員会活動報告を確認させて頂きます（方 

針・実施計画は略にて）。尚、当委員会の中に 

は「姉妹クラブ委員会」もありますが、本日は 

「例会親睦委員会（合唱・スマイル・出席・プ 

ログラム・クラブ会報含む）」の 2ヶ月間の活 

動状況の報告を各担当責任者よりお願いします。 

合唱担当（タクト－横溝）：毎回、冷や汗をかき 

ながらやっていますが、頑張ります。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
（音楽－田所）：音響装置が何度教えてもらっても、 

 一週間経つと忘れてしまいますが、もう大丈夫 

だと思います。 

スマイル担当－阿部：クラブの一般会計財政は厳 

しいようですが、スマイル（奉仕会計）の目標 

は 80万円で、皆様が協力的で何の心配もして 

いません。今年度も達成できるかと思います。 

出席担当－伊倉：常に高出席率を維持しており、 

 例会運営にも反映していると思います。2ヶ月 

 が過ぎ、100％が 3回、それ以外も全て 90％台 

です。また他クラブへのメイクも、とても活発 

なクラブもあり、参考になると思います。 

プログラム担当－荻原：外部卓話者を招き過ぎて 

 も予算の関係がありますが、中 RC らしいプロ 

グラムをと考えています。 

クラブ会報担当－早川：私の担当は写真撮影が 

 主になりますので、ご協力お願いします。 

＜会員よりの意見・提案など＞ 

荻原委員長：以上が各担当部門の感想になります。 

会場設営でも皆様が大変協力的で、早く来て頂い 

た方は率先してやって頂き、大変感謝しています。 

では、皆様よりご意見や提案などありましたら、 

お願い致します。 

・クラブ運営については特にないが、会員が減少 

 すると、沈みがちになるので、例会活性化の為 

にも増強に努めたいと思います。 

    ・出席率が良いということは、例会運営は充実し 

     ていると思います。今後は新会員入会を前提に 

して、入会後はメイクの仕方など何かサポート 

できるようにしていきたい。 

    ・例会運営ではないが、今年度は「ロータリーの 

友」の紹介をしていないが、大変良い情報や記 

事が掲載されています。できれば、ぜひ毎月 1 

回、担当委員会（公共イメージ）で、紹介をお 

願いしたいと思います。 

    荻原委員長：ロータリーの友紹介も例会活性化の 

    １つだと思いますので、ぜひ検討をお願いします。 

    それと少し先ですが、年末家族会を 12月 16日頃 

    に予定しています。日程は、前後に移動可能です。 

    通例はホテルで行っていますが、何か良いプラン 

    などありましたら言って下さい。宜しくお願い致 

します。    （各発言・報告は要約にて掲載） 

 

 

 

 

 

直前会長            瀬戸 裕昭 

本日、黛会長は職業奉仕 
により、私が代行させて頂 
きますが、今更ながら前年 
度は 40 回以上もこの場に 
立って、拙い話ばかりした 
ものだと感心しております。 

           今年度(黛年度)がスター 
          トして早 2 ヶ月が経過し、 

既にガバナー訪問も無事終 
り、黛会長に「前半の事業、大方終了しましたね」 
と冗談半分で話しかけたら「まだまだ、これから 
だよ」と言われてました。 
 昨年の今頃は何をしていたのだろうか？と資料 
を捜したみたところ、セラピー犬奉仕活動の真っ 
只中でした。役所に、施設に、大学にとバタバタ 
と動き回っていたことが思い出され、特に、あの 
「地区補助金制度」は大変勉強になりました。 
 昨年は「地区補助金」と「公共イメージの向上」 
それと「会員増強」で、増強の重要度は 3 番目位 
でしたが、今年度は何と言っても「会員増強・退 
会防止」が筆頭でしょう。 
当クラブでも最重要課題です。黛会長と老沼増 

強委員長の求心力のお陰で、既に活動が活発にな 
って来ています。クラブ全体が動いている様子は 
喜ばしい限りです。私も自分で出来なかった分、 
最善を尽くして新会員候補者集めに努めたいと思 
います。 
近々、私の所属する増強Ｆグループで打合せ会 

をします。夜の会合なので、お酒を吞んで終わり 
になるかも知れません。しかし、やってみるべき 
と割り切る事も時には大切ではないでしょうか？ 
 塗装屋は「やってみなければわかんねェべ」と 
いう言葉をよく使います。工期としては間に合う 
が、「失敗」俗に言う「不良」になる事がある為、 
確約は出来るだけ避けます。しかし、決して「出 
来ねえェ」とは言わず、できる限り間に合うよう 
努力します。ヤルだけヤッてダメだったら「しょ 
うがない」となります。再度、職人としての技量 
鍛え直さなくてはなりません。こんな感覚です。 
 



 

 

    「増強」に関しても、動いても「ダメ」かも知れ 
ませんが、動かなければ何も変わらず、やはり「ダ 
メ」でしかありません。ぜひ個々が動いて「ヤル 
だけヤッてみる」を実践して頂ければと願います。 

（一部、要約にて掲載） 
     

＜Ｂグループ増強リーダー   神田 達治＞ 

     余談ですが、本日 9 月 9 日 
    は「重陽の節句」で、縁起の 
    良い日とされています。 
     ロータリーは個々の自覚が 

必要なので、増強リーダーも 
順番制でお願いしたいと思い 
ます。各クラブには適正人数 
があると思いますが、財政的 
に必要な会員数は維持しなくてはなりません。机 
上の理論だけではだめで、行動・実践が必要です。 

     では、私と甲斐会員、川合会員が挙げた 3 名の 
    の候補者名を発表させて頂きますが、これから何 

度も何度もアタックしなくてはなりません。１人 
１人が“長”になって頑張りたいと思います。 

（概要にて掲載） 
    
    ＜理事会報告（臨時）＞ 

    ①広島土砂災害義援金依頼 1人 500 円の件。 

     社会奉仕予算より、28名分 14,000円を承認。 

    ②地区大会信任状 選挙人 1名選出の件 

     黛会長とする。 

 
 
 

●瀬戸 裕昭直前会長 
    ①本日お祝を受けられる阿部会員、小野会員、お 

めでとうございます。 
    ③フォーラムの荻原委員長、宜しくお願いします。 
    ③増強報告の神田リーダー、ご苦労様です。 

●櫻内 康裕幹事 
    ①本日は黛会長が欠席のため、瀬戸直前会長よろ 
     しくお願いします。 
    ②お祝の皆さん、おめでとうございます。 
    ③フォーラムの荻原委員長、増強報告の神田会員、 
     宜しくお願いします。 

 

 
 
●小野 孝会員 
結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 
女房も今のところ元気で、私の食事を作ってく 

 れています。女房に感謝、感謝です。 
●阿部 毅会員 
①本日のクラブフォーラム、荻原管理運営委員長、 
宜しく。 

②増強Ｇの神田リーダー、多くの入会を期待して 
 おります。 
③結婚記念日祝をありがとうございます。バラを 

戴いてハッとしました。結婚 45 年、よく捨て 
られずに過せたと、妻に感謝！ 

●佐々木 敏尚会員 
 先日は誕生日祝を戴き、有難うございました。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①クラブフォーラムの荻原クラブ管理運営委員長、 

宜しくお願いします。 
②結婚記念日の阿部会員、小野会員、おめでとう 
 ございます。 
●横溝 志華会員 
 本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
●神田 達治会員 
①先週は例会を欠席しました。ようやく秋らしく 
 なりました。 
②小野さん、阿部さん、おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
 結婚記念日祝の阿部さん、小野さん、おめでと 
 うございます。 
●田所 毅会員 
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
②荻原さん、フォーラムよろしく！ 
●竹田 繁会員 
 阿部会員、小野会員、結婚記念日おめでとうご 
 ざいます。 
●伊倉 正光会員 
①荻原さんにはクラブフォーラム、神田さんには 
 増強グループ報告、ご苦労様です。 
②結婚記念日祝の会員皆様おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①9 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 
②荻原さん、フォーラム宜しくお願いします。 
    今年度のスマイル累計額 ２４１，０００円 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①広島土砂災害義援金のお願い 

被災地のある第 2710 地区を通して、義援金を 

お届けしたく下記にて募りますので、ご協力を 

お願い致します。 

義援金：1人 500 円 募集期間：9/1～24日 

②地区大会のご案内（詳細はパンフレットにて） 

     日時：10月 19 日（日）12:30～点鐘・式典 

        18:30～懇親会 

 場所：横須賀芸術劇場（京急汐入駅より徒歩 2 

～3 分、JR横須賀駅より徒歩 7～8分） 

③地区大会関係書類発送ご案内（9/19提出締切） 

１．地区大会信任状証明書 

２．長寿会員・物故会員報告書 

３．会長・幹事会および家族登録について 

４．宿泊申込書（メルキューホテル横須賀） 

５．バス駐車場申込書（事前申込み） 

６．エクスカーション（会員夫人用）「記念館三 

笠見学と三笠公園散策」参加申込書 

７．地区指導者育成セミナーご案内 

     日時：10月 18 日（土）14:30～17:00  

場所：ヨコスカベイサイドポケット  

出席対象者：会長、幹事、会長エレクト、クラ 

ブ研修リーダー 

     
    ※地区大会の出欠表を回覧しておりますので、 

     ご記入をお願いします。（詳細はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ参照） 

 

例会プログラム 

９月１６日移動例会（市民会館休館日により） 

18:30 点鐘 「敦煌酒楼」 

       ２３日祝日休会 

       ３０日卓話   小野 孝会員 

    １０月 ７日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

          定例理事役員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丸子 勝基ご夫人 9 月 1 日  

・阿部 毅会員 9 月１５日 

・小野 孝会員 9 月２４日 

 

＜お祝ショートスピーチ     小野 孝＞ 

 このところ、お祝が多くて、７月に私の誕生 

日祝と喜寿お祝、そして本日の結婚記念日祝と 

戴いております。結婚 48年目になり、あと 2年 

で金婚式です。私は今も健康ですし、あと 2～3 

年は元気でロータリーができると思いますので、 

今後も仲良くして下さい。    （概要にて） 

 

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 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 １９名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/23) 

３名 ８８．０％ ９５．８３％ 

●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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