
第 1789 回例会 
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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

      私も今年７月に喜寿を迎え、77 才になりまし 
たが、今のところ健康状態も良好です。 
先日の新聞によると、75 才以上は約 1,590 

万人おり、8人に1人の割合になったそうです。 
100 才以上も約 6 万人ということで、毎年、数

千人単位で増えているわけで、少子化の今後を

考えると大変なことだと思っています。 
また本日は趣味で絵画を習っていて、皆さん 

にちょっと見てもらおうと思い、最近描いた絵 
を持ってきました。何分にも素人の絵ですが。 

では、簡単に自己紹介からさせて頂きます。 
私は 1937（昭和 12）年に鹿児島県の最南端に 
ある薩摩半島（現：南さつま市）で生まれました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小野 孝 

東シナ海に近く景色はもちろんのこと、夕日 
が海に沈む時の光景は何とも言えないほど素晴 
らしいところです。最近は交通も便利になり、 
飛行機では鹿児島まで 1 時間 50 分位、新幹線 
ですと、乗り継いで約 7 時間位でしょうか。 

鹿児島は島が多く、特に屋久島や種子島は県 
の観光の収入源となっていて、特に関西方面の 
観光客が多いと聞いています。 

私は小・中学校は地元で学び、高校と大学は 
県外でした。当時は高校から大学へ行ったのは 
数名程度です。大学卒業後は社会人として、い 
ろいろな方にお世話になりながら、サラリーマ 
ン生活が約 6 年間ありました。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

         
29 才の時に仲間 3 人で会社を設立し、主にカー 

ラジオ 10 年間作っていて、当時は作れば作るほ 
ど売れました。その後、仲間と別れて、1978 年に 
今の会社を設立しました。主にプロ級用の放送機 
器やカメラなどを手掛けて現在に至っています。 

     次に古い話になりますが、私の生れた頃は、い 
わゆる“戦中”という激動と波乱に満ちた時代で 
したので、その頃についてお話させて頂きます。 

私が生れる前年、1936（昭和 11）年に「2.26
事件」がありました。陸軍によるクーデター未遂

事件ですが、わずか 4 日で鎮圧されました。 
翌 1937（昭和 12）年に「日中戦争」が開戦し、

1939（昭和 14）年に第二次世界大戦が始まり、

1941（昭和 16）年には、日本とアメリカとの太

平洋戦争が開戦しました。 
     新聞記事によると、1941 年 12 月 8 日、米国ハ

ワイ州オアフ島・真珠湾の米海軍基地を日本海軍

が航空機で奇襲し、米国・英国に宣戦布告。当時、

日本は資源を求めて、東南アジア攻略を目指して

いたが、1941 年 7 月に進駐米国大使から対日石

油輸出を禁止され、対米交渉に行き詰った日本が

開戦を決めたとあります。 
     1945（昭和 20）年には、2 月に米国が硫黄島占

拠、6 月には沖縄が占拠され、7 月に米・英・中

の 3 カ国が日本にポツダム宣言を提示しますが、

8 月になって広島・長崎に原爆を投下され、8 月

15 日に無条件降伏となりました。 
     今も鹿児島県の坊ノ岬沖には「戦艦大和」が沈 

んでいますし、私の実家の近くには知覧特攻基地

があり、現在は知覧特攻平和会館になっています。

特攻戦死者の半数近くが知覧基地から出撃して

いて、当時の 20才前後の若者達が書いた手紙や、

遺書が多く展示されています。 
     1946（昭和 21）年 11 月には日本国憲法が公布、

1947（昭和 22）年 5 月に施行されて、現在に至

っています。その中には「戦争放棄（平和主義）」

も掲げられていますので、今年 7 月に容認された

「集団的自衛権の行使」については真剣に考えて

頂きたいと思います。昨日の新聞に「日本国憲法 
9 条」をノーベル平和賞に推薦し、ノルウェーの 
委員会が正式に受理したとのことで、結果は 10 
月 10 日に発表されるそうです。 

  

 
 
最後にロータリーについてですが、クラブ活性 

化のためには会員増強は不可欠です。我が中 RC 
でも重点目標として、老沼会員増強委員長を始め 
会員全員で積極的に活動しています。 
私も何とか 1 名は入れたいと思って動いていま 

す。現在の会員数では今後は大変厳しい状況で、 
できれば前期の 12 月までに新会員をと思います。 
 私は 39 歳でロータリーに入会し、在籍 38 年に 
なりますが、ロータリーの魅力の１つは“卓話” 
で、一年に何十回も有意義な話を聞くことができ 
ます。出席もロータリアンの 3 大義務の１つで、 
出席のないところに親睦は生まれません。 
 若い会員の方々には、増強や出席など時間的に 
厳しいかと思いますが、増強も 1 人ではできない 
ので宜しくお願い致します。 ＜一部編集にて掲載＞ 

 

 

本日は全会員に配布しま 
した「規定審議会提出立法 
案賛否投票用紙」について 
説明させて頂きます。 
各立法案の概略は、投票 

用紙に記載されていますが、 
詳細は全 7 ページの資料が 
来ております。ですが読み 
上げると 20 分位掛かりますので、私が要約して 
報告致します。何かご意見や質問がありましたら、 
例会後にお願い致します。詳細も後程、回覧しま 
すので、ご確認下さい。記入は無記名で、例会後 
事務局にご提出下さい。結果は理事会で検討し、 
最終決定させて頂きます。     （概要にて） 
 

＜9/16 日 第 5 グループ会長幹事会の報告＞ 

幹事 櫻内康弘 

1.ガバナー公式訪問は 10クラブが終了し、残り 

 は相模原橋本 RCの 1クラブのみです。 

2.高校生奨学金の申込高校は現在までに 2校あり。 

3.公共イメージ賞の審査結果報告 

 1位－横須賀 RC 2 位－相模原 RC 3 位－秦野中 RC 

4.会員増強は順調に推移。8月末で入会者は 11名。 

5.サンパウロ国際大会に参加の依頼あり。 
 参加しやすい日程や旅費などを再検討する。↗ 
 



 

 
6.会長エレクトに次年度役員キットを送付。 

    7.今年度ＩＭ会場が「ラポール千寿閣」へ変更。 
     担当は津久井中央 RC。 
 
    ※Ｄグループ増強グループ報告、職業奉仕セミナ 

     ー報告は紙面の都合上、次週号に掲載 

 
 
 

●松崎 英剛君（相模原ＲＣ） 
 こんにちは。2 日目の訪問です。前回、同じテ 
ーブルでアテンドして下さった黛さんが会長に 
になられたことをお聞きし、お会いしたく参り 
ました。宜しくお願い致します。 

●黛会長、櫻内幹事 
①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
②卓話の小野さん、増強Ｄグループの永保さん、 
セミナー報告の丸子委員長、宜しくお願いします。 

    ●瀬戸 裕昭会員 
    ①本日卓話の小野会員、楽しみにしております。 
    ②入会記念日祝を戴き、有難うございます。9 年 
     目に入りました。今後も宜しくお願いします。 
    ●佐々木 裕会員 
     私の入会記念日をお祝頂き、有難うございます。 
     今年で満 84 才になりました。あと何年、在籍 
     できるでしょうか。 
    ●小野 孝会員 
    ①入会記念日祝の佐々木裕さん、瀬戸さん、おめ 
     でとうございます。 
    ②卓話の時間をいただき、ありがとうございます。 
    ●永保 固紀会員 
     本当に暑さ、寒さも彼岸までです。 
    ●竹田 繁会員 

①佐々木会員、瀬戸会員、入会記念日祝おめでと 
うございます。 

    ②小野会員、卓話楽しみです。 
●神田 達治会員 

    ①2 週間振りの例会です。小野さん、卓話を楽し 
     みにしています。 
    ②永保さん、丸子さん、報告宜しくお願いします。 

●田所 毅会員 
①小野さん、卓話楽しみです！ 
②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

 
 

●菊地 啓之会員 
①小野会員、本日の卓話ご苦労様です。 
②入会記念日祝の佐々木裕会員、瀬戸会員、おめ 

でとうございます。 
●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小野さん、卓話楽しみにしています。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①本日、卓話の小野会員、宜しくお願いします。 
②9 月お祝・入会記念日祝の佐々木会員、瀬戸会 
 員、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①小野画伯の卓話、楽しみです！ 
②入会記念日祝の佐々木裕会員、瀬戸会員、おめ 
でとうございます。 

③紅葉の季節ですが、くれぐれも活火山にはお気 
 をつけ下さい。 
●伊倉 正光会員 
①小野さんの卓話、楽しみにしています。 
②永保さんの増強グループ報告、丸子さんのセミ 
ナー報告よろしくお願い致します。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●老沼 秀夫会員 
①小野さん、卓話頑張って下さい。楽しみに聞か 
 せてもらいます。 
②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 
●金沢 邦光会員 
小野さん、絵が素晴らしいですね！卓話、楽し 
みです。 

●豊岡 淳会員、早川 正彦会員 
①9 月入会記念日祝の佐々木さん、瀬戸さん、お 
 めでとうございます。 
②本日、卓話の小野さん、宜しくお願いします。 
●田後 隆二会員 
①入会記念日祝の佐々木さん、瀬戸さん、おめで 
 とうございます。 
②小野さん、卓話楽しみです。 
●佐々木 敏尚会員 
 本日、入会記念日祝を受けられる佐々木さん、 
 瀬戸さん、おめでとうございます！ 
●横溝 志華会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②小野会員、卓話を楽しみにしています。 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区大会 表彰について 

地区大会にて貴クラブを、表彰名「出席優秀ク 

ラブ第１位」の功績にて表彰したく、表彰式の 

登壇者を 10月 1日までにご連絡下さい。表彰 

式は 10月 19日（日）本会議 15:10より～  

②2017～18年度ガバナーノミニー候補者提案に関 

する告知。候補者として最適任の会員を 11月 

19日（水）12時までに地区指名委員会宛てに 

郵送または持参下さい。資格条件は RI細則第 

15条の条件を満たすものであることを要しま 

す。また提案の際には必要書類を添付下さい。 

③青少年交換プログラム アンケートのお願い 

     より良いプログラムに改善する目的で、アンケ

ートを行います。10 月 3日までに回答下さい。 

    ④2016 年規定審議会提出の立法案 地区大会に 

て賛否投票のお願い。4 クラブより 6提案が提 

出されました。地区は 5 件までの提案により、 

地区大会選挙人会の投票にて、賛否を決定しま 

す。つきましては、各クラブ例会にて賛否を決 

議下さい。尚、賛成票が過半数に達しない場合、 

提案が５件を下回ることもあり得ます。 

⑤地区大会 選挙人会開催の件 

日時：10月 18日（土）受付 9:30～開始 10時 

場所：メルキューホテル横須賀 

10時以降は閉扉、10 時をもって選挙人を確定。 

⑥米山月間卓話者派遣について 

下記メンバーでお伺いさせて頂きます。 

日時：10月 7日（火） 米山奨学生：張偉傑君 

    随行の地区委員：瀬戸裕昭氏（相模原中 RC） 

 

    ＜臨時理事会報告＞ 

    ①2017～18 年度Ｇノミニー候補者提案の件 

     10月 7日例会に臨時総会を承認。全会員に通知。 

    ②地区大会表彰式の登壇者は黛会長とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・佐々木 裕会員 1983 年 9 月 1３日  

・瀬戸 裕昭会員 2006 年 9 月２６日 

＜お祝ショートスピーチ    佐々木 裕＞ 

 お祝有難うございます。入会 31年目になりま 

すが、少々物忘れなども多くなりました。ロー 

タリーも私の入会当時とはかなり変ってまいり 

ましたが、英語ができると良いと思います。私 

は進駐軍がきっかけで英語を始めて、だいぶ上 

手くなりました。         （概要にて） 

 

例会プログラム 

１０月 ７日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

      定例理事役員会 

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  「それでこそロータリー」 

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 ２７名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/9) 

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   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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