全培錫氏がご逝去され、日本語でのやり取りが出

も活用してみて下さい。

来なくなりました。何とか英語でやっていました

〇指名委員会：
指名委員会：櫻内委員
委員会：櫻内委員

●友好クラブ
韓国・龍仁ロータリークラブ
が、最近は連絡が取れておりません。日韓関係も

昨年末に次年度理事役員を選出して承認されま

難しい状況ですので、今後は自然の成り行きに任

したので、当委員会の活動は無事に終了しました。

せようと思っています。台湾の台中文心ＲＣへの

〇細則改正委員会
〇細則改正委員会：
委員会：早川委員長

国際ロータリー第 3600 地区
台湾・台中文心ロータリークラブ
国際ロータリー第 3461 地区
訪問については理事会に諮り、詳細が決まりまし

以前、会長幹事会の折に提案された議題なども

●姉妹クラブ
たら、ご報告致します。

第 198
1987 回例会

ありますが、当クラブでは早急に改正が必要な議

千曲川ロータリークラブ
空飛ぶシューズ事業は、在庫がまだ 500 足位あ

案は特に無いため、また理事会などで検討してい

国際ロータリー第 2600 地区

1 月 15 日 №25

り、年度内にフィリピンへ持参することになるか

きます。

と思います。先日、タイの米山学友会から山岳部

〇清水ガバナー補佐
〇清水ガバナー補佐より
補佐より

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

会

長 早川 正彦

幹 事

佐々木 敏尚
の子供たちに贈りたいと申し出があり、ダンボー

現在の会員増強の状況ですが、第 5 グループで

ル 1 箱分をお渡ししました。タイで活用できるな

は純増 31 名ですが、その内 28 名は新クラブ・

ら、今後の展開もあるかと思います。

かめりあ RC の会員です。よって実質的には他の

尚、台中文心 RC の例会ですが、月 2 回の夜間

12 クラブを合わせても純増 3 名です。

例会で、例会と食事が約 2 時間で、ゆったりとや

入会者もいるが、退会者も多いというクラブも

っております。当クラブ例会のあり方なども入会

あり、本日、中 RC は会員純増 2 名ということで

しやすい環境作りが必要かと思っています。

すので、ぜひ 40 名を目指して頂きたくよろしく

○社会・青少年奉仕委員会
○社会・青少年奉仕委員会：
委員会：大坪委員長

お願い致します。

実施計画の内、セラピー犬事業は 3 回実施予定

（概要にて掲載させて頂きました）

ですが、上期に 1 回目は終了し、2 回目は前年度
に実施した「社会福祉施設・あすなろ会」と予定
しています。3 回目は今のところ未定です。光明
学園インターアクトにも、セラピー犬活動に協力
して頂く予定です。
〇Ｒ財団委員会
〇Ｒ財団委員会：
委員会：中山委員長
財団寄付金は先月、皆様にお声がけさせて頂き
ましたが、
目標 1 人 200 ドルで 7,200 ドルに対し、
○ＳＡＡ：金沢委員長
3 名で担当していますが、私は上半期は 3 回
だけ担当し、あとは若手の副ＳＡＡに任せてい

流れてしまい残念でした。韓国・龍仁 RC は 40

5,198 ドルを送金して、達成率は 72％です。よっ

周年記念式典に参加しました。台湾・台中文心

て、下期も引き続きご協力をお願い致します。

RC は 3 月頃に訪問を予定しています。

〇米山奨学会：
米山奨学会：藤本委員長
奨学会：藤本委員長

ます。例会前日に、事務局より「例会お知らせ」

また千曲川 RC には当クラブの第 2000 回記

が送られてくるのですが、副ＳＡＡの二人が進

念例会の折に声を掛けてみようと思っています。

当委員会の最大の役割は、寄付金を集めることな

行表の作成など積極的にやってくれます。私は

○会員増強委員会：
○会員増強委員会：藤原委員長

のですが、米山奨学生の張さんが 2 年間の奨学生

主にタイムキーパーとして、卓話時間の確保な

期初 36 名でスタートして、本日 38 名となり、

昨年は寄付のご協力ありがとうございました。

生活を終了し、今年 3 月に卒業します。卒業後は

本日 1 月 15 日は、
「警視庁創設記念日」だそう

ど進めていきたいと思います。

純増 2 名です。前年度からの引継ぎもあり、達

中国に帰国しますので、有志でのお別れ会などを

です。これは 1874（明治 7）年のこの日に、警視

○会計：会長が代行

成できました。今後は 40 名を目指していきたい

検討しています。

庁の前身となる「東京警視庁」が創設されたこと

と思います。

〇公共イメージ：池之上委員長
〇公共イメージ：池之上委員長

により、記念日に制定されました。

ほぼ予算通り、順調にいっています。
○例会親睦
例会親睦委員会
親睦委員会：川合委員
委員会：川合委員
上期は大変良い親睦活動ができていると思
います。
○姉妹・友好クラブ
姉妹・友好クラブ委員会
クラブ委員会：㝡住委員長
委員会：㝡住委員長
千曲川 RC とは、合同例会でした花火大会が

○ロータリー情報委員会
ロータリー情報委員会：
委員会：豊岡委員長
下期に入り、これから進めていきます。
○国際・職業奉仕委員会
国際・職業奉仕委員会：
委員会：阿部委員長
一番の問題は韓国・龍仁 RC との友好関係で、
長年に亘り、両クラブの仲介を担当してくれた

前年度から引き継いだホームページのリニュ

創設者は近代警察の基礎を作った川路利良氏で、

ーアルが終了し、小崎会員に素晴らしいホームペ

フランス警察制度を参考に、日本の警察制度を確

ージを制作して頂きました。一部の会員の方は増

立しました。

強などにも活用して頂いているようですが、せっ

ちなみに川路氏は元薩摩藩士であり、西郷隆盛

かくできたホームページですので、ぜひ会員皆様

に愛されて、大抜擢されます。戊辰戦争での働き

例会報告
例会報告

（以下、概要にて掲載）

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

〇推薦者 櫻内会員よりご紹介

①下半期人頭分担金 送金依頼

久々の新会員となりますが、例会には何度か参
加して頂いていますので、皆様も見知っておられ

・本会計

るかと思います。営業所が静岡方面にもあり、地

・事業会計 下半期分 会員 1 人当り 4,150 円

方へ行かれることも多いようです。

下半期分 会員 1 人当り 7,850 円

計 12,000 円 1 月中にご送金下さい。
２．相模原かめりあ RC より認証状伝達式ご案内

〇早川会長より歓迎の挨拶
〇早川会長より歓迎の挨拶
この度、当クラブ会員そして世界のＲＣ会員と

2018 年 9 月 3 日に国際ロータリーより認証され、

なられ、おめでとうございます。櫻内会員から推

下記にて開催の運びとなりました。改めて詳細

薦され、厳正なる審査により選ばれました。まず

はお送りさせて頂きますが、多くの皆様のご出

は例会に出席して、奉仕活動に参加することが求

席をお願い致します。

められます。共に明るく楽しいロータリーを目指

本年も宜しくお願い致します。今年度も半年が過ぎ、

しましょう。

箱根駅伝に例えれば、復路を折り返して「湯本」辺り

〇清水ガバナー補佐より、会員バッジ贈呈

にきております。来月２月２日にＩＭがあり、講演者に

場所：センチュリーホテル相模大野
３．米山記念奨学会より、第 31 回米山功労クラブ

例会プログラム

柴胡ＲＣの３クラブによる合同夜間例会もありますの

す。多額のご寄付に対し、感謝の意を表します。

１月２２日卓話「職業奉仕月間にあたり」

で、多くの皆様のご出席をお願い致します。

表彰年月：2018 年 11 月 表彰回数：31 回（累

＜理事会報告＞

積寄付額 3,100 万円）

③２月２日第５グループＩＭ登録料 負担の件
１人８千円×３８名＝３０４，０００円はクラブ負担。
④新ホームページ制作費の件。
奉仕会計より５０万円を一般会計へ繰出金として、

⑤３クラブ（中・東・柴胡ＲＣ）合同夜間例会の件。

地区委員 冣住 悦子会員
２９日卓話 老沼 秀夫会員

４．相模原南 RC より、2 月 2 日（土）第 5 グルー

２月 ５日→２
２日（土）移動例会「ＩＭ」
移動例会「ＩＭ」

プＩＭについてのお願い
①当日の受付は、クラブ幹事が例会用名札をご持

受付 14:00～

式典 14:30～

講演 15:00～

懇親会 17:00～

「ラポール千寿閣
ラポール千寿閣」
千寿閣」

参頂き、受付をお願い致します。13 時集合

１２日卓話 大井 達会員

②前回ＩＭ以降にご逝去された会員がおりまし

定例理事役員会

たら、ご連絡下さい。
③登録料 1 人 8 千円は 1 月 18 日までに振込下さ
い。また式典と懇親会の出席数もご返信下さい。

広報委員会費より４３２，０００円の支出承認。

出席報告

例会記録
点

鐘

１２時３０分

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

会 員

出席（出席対象 31 名）

事前メイク者

司

会

諸隈 武 副ＳＡＡ

⑥相模原かめりあＲＣより、認証状伝達式ご案内。

３８名

２８名

０名

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

４月１４日（日）１２：００～１５：３０ 「センチュリー

欠席者

本日の出席率

修正出席率(12/19)

ホテル相模大野」にて。詳細は後日連絡あり。

６名

３月２５日（月）１８：３０～「敦煌」にて。会費５千円。

８２．３５％

８４．８５％

⑦第２０００回記念例会 会場予約の件。

ソングリーダー 河野 崇会員
ゲスト

清水ガバナー補佐（相模原柴胡）

ビジター

鹿浦 英毅君（大阪北ＲＣ）

４月１６日（火）１８：００～例会・セレモニー、１８：５０

あり、社員は 53 名です。5 年以内に 100 名を目指

～懇親会 会場は「ＨＫラウンジ」か「杜のホール

し、更なる飛躍をして、ロータリーにも積極的に

はしもと」を検討する。

生年月日：1966 年 6 月 30 日（52 才）

・中里 和男会員 1 月 30 日

貴クラブに功労クラブ感謝状をお贈り致しま

差引不足金１６１，１８５円は、クラブ負担を承認。

会員氏名：平山 クリフォードモーリス

・中山 徹男会員 1 月 15 日

年をテーマに行います。また３月２５日には、中・東・

②年末家族例会 収支報告の件。

参加したいと思います。

7日

感謝状送付について

一般会計・奉仕会計決算書の承認。

本社は田名にありますが、他に営業所が５ヵ所

/・山之内 洋会員 1 月

スポーツジャーナリストの二宮清純氏を招いて、青少

①上半期（２０１８年１２月末）収支決算報告の件。

〇平山会員よりご挨拶

日時：4 月 14 日（日）12:00～15:30

⑧台湾・台中文心ＲＣ 訪問の件。
奉仕事業「障害者訓練センター助成金支援」へ
５万円程度の提案。→金額については保留。

職業分類：立体自動倉庫メンテナンス

訪問日程案：３／２２（金）～２４（日）については、

事業者名：(株)チェリーエンジニアリング

１泊２日と２泊３日で出欠席を確認する。

●事務局 〒252252-0239 相模原市中央区中央 3-1212-3
相模原商工会館３
相模原商工会館３Ｆ
042--758
758--5750 FAX 042
042758--1605
TEL 042
-758
相模原市民会館「
あじさいの間
●例会場 相模原市民会館
「あじさいの
間」
252--0239 相模原市中央区中央 3-13
13--15
〒252

●編 集 親睦活動委員会
委員長：伊倉
委員長：
伊倉 正光 副委員長：小崎 直利
委員：川合 貞義、田所
毅、櫻内 康裕
隆二、
徹男、高本
田後 隆二
、中山 徹男、
高本 昌敏
利夫、
洋、河野
横江 利夫
、山之内 洋、
河野
崇

TEL 042042-752752-4710 FAX 042042-753753-2000
●Ｅ-mail
mail：
rotary@tbg.t：rotary@tbg.t
-com.ne.jp

中村 勝彦、大槻
実
勝彦、大槻
●http://sagamiharanaka
http://sagamiharanakarc.jp
.jp/
-rc
.jp
/

