
第第第第 1919191992929292 回例会回例会回例会回例会    

2222 月月月月 19191919 日日日日    №№№№30303030 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  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 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

本日は、昨年度のガバナー補佐として各クラ

ブを何回か訪問しましたが、当クラブと違う点

も多くあり、感じたことや情報などについて、

お話させて頂きます。 

〇レターボックスの必要性について〇レターボックスの必要性について〇レターボックスの必要性について〇レターボックスの必要性について    

      当クラブには現在、週報や例会での配布物を

入れる会員用のレターボックスがありません。 

   2007 年までは、例会場が「ベルヴィ相模原」

で、その時までは常時用意されていましたが、

現在の相模原市民会館に会場変更をした際に、

防災上の理由から大きな備品類は預けること

ができなくなり、同じ市民会館を利用している

相模原東 RC も置いていません。よって例会を

欠席すると、資料を保管できるケースが無い為、 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                    （概要にて掲載） 

金沢 邦光      

ロータリーの 

友やガバナー 

月信、週報な 

どを貰う機会 

も無くなり、 

情報漏れや前 

回の例会内容も良く 

把握で出来ない状況 

になってしまいます。 

 例えば、週１回の 

ことなので、ＳＡＡ 

が事務局に例会前に 

寄って、ケースの運搬をするなど、何か対応を 

して用意できればと思っています。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

       

〇ロータリーの名刺について〇ロータリーの名刺について〇ロータリーの名刺について〇ロータリーの名刺について    

当クラブでは名刺を作成するのは、会長・幹事

のみで、地区役員などされている方は自身で作成

されていますが、入会すると直ぐに名刺を作成し

てくれるクラブもあります。 

知り合いを増やしたいなら、ロータリーの名刺

があると、初対面の方にも覚えてもらいやすいと

思います。特に写真付きだと、私も顔と名前が一

致しやすく有難かったです。 

通例、会長・幹事の名刺には当年度の RI テー

ママークが入って、その年度しか使用できません

が、ロータリーマークだけなら、ずっと使えます

ので、入会時に作成してあげるなど考えて頂けれ

ばと思います。 

    〇各クラブのスマイルについて〇各クラブのスマイルについて〇各クラブのスマイルについて〇各クラブのスマイルについて    

 当クラブのスマイルは、毎回多くの方がしてく

れますが、お祝や卓話などに対する儀礼的な内容

が多く、ワンパターンとなり、余り面白味があり

ません。ここでグリーン RC の週報から、いくつ

かスマイルを紹介させて頂きます。グリーン RC

はスマイルの時間が名物となっています。（紙面

上、スマイル紹介は略にて） 

こうした笑いの取れる面白いスマイルも多く、

また欠席者を気遣うような内容もあり、スマイル

報告の時間も長めなので、大変盛り上がります。 

私も一時、笑いを取れるよう頑張ってスマイル

を書きましたが・・誰か追随してくれればと思っ 

    ています。スマイルは会員が唯一、自分のことを

発信したり、また近況を伝える場でもあります。 

たまにスマイル報告を飛ばす時があり、これは

以前にも問題になりました。ただ内容がつまらな

いと、そうなりがちなのかとも思います。 

〇会長就任の順番〇会長就任の順番〇会長就任の順番〇会長就任の順番    

     当クラブ活動計画書の歴代会長・幹事・エレク

ト一覧表をみますと、2010 年から、「幹事→会長

エレクト→会長」という順番が定型化し、幹事か

ら会長就任までが短く、あっという間です。こう

した順番制は、少人数クラブを除くと当クラブだ

けです。（もっと厳しいクラブもありますが・・） 

当クラブも当時は会員が減少して、やむを得ず、

こうしたパターンになりました。指名委員会とし

ては順番制が楽ですが、現在は会員数も 40 名近 

 

 

 

くになり、そろそろ入会順による順番制ではない 

方法も検討してはどうかと思います。 

〇ポケット会員名簿〇ポケット会員名簿〇ポケット会員名簿〇ポケット会員名簿    

相模原、相模原西、ニューシティなどポケット 

ト版を作成しているクラブがあり、相模原 RC の 

が手元にあります。顔写真付きの名簿だけでなく、 

委員会組織表や慶弔規定、ロータリーの歌等も掲 

載されています。 

 ポケットに入るの 

で、とても便利です。 

他グループでは活動 

計画書自体がポケッ 

ト版というクラブも 

あります。 

〇インターアクトクラブとの関係〇インターアクトクラブとの関係〇インターアクトクラブとの関係〇インターアクトクラブとの関係    

 相模原西 RC は麻溝台インターアクトと密接な 

関係があり、地区大会でのポリオ募金や奉仕事業、 

年末家族会などにもインターアクトを呼んでいま 

す。県立高校なのですが、顧問教諭がロータリー 

活動に熱心だった影響もあるようです。 

さらに西 RC では年末家族会には、支援する養 

護施設や障害施設の子ども達も招待して、150 名 

位の大勢の出席者で楽しんでいます。 

〇例会風景〇例会風景〇例会風景〇例会風景    

 写真は相模原 RC の例会場前で、12 時頃です。 

この写真では 

あまり様子が 

上手に写って 

いないのです 

が、この時間 

には半数以上 

の会員が集まり親睦や交流を深めています。１時 

間の例会出席だけでなく、いろいろな人と会話を 

楽しみ、勉強されているのではないかと思います。 

〇クラブ事務局について〇クラブ事務局について〇クラブ事務局について〇クラブ事務局について    

 当クラブは事務局に頼りすぎではないかと言わ 

れています。クラブによっては幹事が良く動いて、 

当クラブでは事務局に任せることもされています。 

週報なども会員がテープ起しから編集し、長い 

時は 4～5 時間かけて作成しているそうです。当 

クラブでも以前は週報委員がいて、週 1 回集まっ 

て打合せしていましたが、パソコンの普及もあり、 

    



 

 

通われる高校は、弥栄高校に決定したそうです。 

そこで、ホストファミリーのお願いがあり、意

見としては通学する高校の近隣クラブが受け

るのが良いのでは・・という事で、相模原グリ

ーン RC か、相模原東 RC が良いのではという

ことでした。 

    ⑦相模原かめりあ RC よりﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ開催の件と、 

相模原中 RC より第 2000 回記念例会の報告。 

 ➈「2.090.クラブおよび政治活動」の確認の件。 

ロータリー章典により、統一地方選挙に向け、

候補者の推薦団体になることは認められない

事と、過去には問題の発生もあったことにより、

全員で確認しました。 

結びですが、次年度も既に動き始めておりますが、

今期は第 2000 回記念例会、奉仕事業（セラピー

犬など）と期末まで忙しい思いをさせる事となり

ますが、積極的な参加をお願いしまして、会長の

時間とさせて頂きます。 

  

                  （概要にて掲載） 

〇公共イメージ委員会     池之上委員長    

                    毎回、当地区の記 

    事を中心に紹介して 

    いますが、今月号に 

    は特に紹介されてい 

ませんでしたので、 

私が興味を引かれた 

記事を紹介させて頂 

きます。 

     横書 P7～特集記事「難民を知る」が掲載されて

います。日本では難民問題は、あまり馴染みがな

いのですが、2017 年の時点で紛争などで避難して

いる難民・避難民は、過去最高の 6,850 万人を上

回っているそうです。読んで頂くと、世界で起き

ていることが判ると思います。 

     縦書 P4～「21 世紀世代の人生計画」は現在、

関西学院大学教授の久保田氏の講演内容で、ロー

タリー財団奨学生として留学し、国連にも勤めた 

    方です。ユニセフ親善大使の時にジャッキー・チ

ェンと知り合い、紛争地の東ティモールでのイベ

ントを依頼した後、事件数が減ったとのことです。 

    時間の関係で以上とさせて頂きます。 

 

 

 

○米○米○米○米山奨学委員会山奨学委員会山奨学委員会山奨学委員会                                    藤本委員長藤本委員長藤本委員長藤本委員長    

 一昨日 18 日に地区にて 

米山奨学生終了式があり、 

カウンセラーの阪西さん 

と 2 名で参加してきまし 

た。今回は張さんを始め 

21 名の奨学生が卒業され 

ました。張さんも、とて 

も素晴らしい挨拶をされ 

ました。米山交流会の冊子に挨拶文の掲載されて 

いますので、終了式の写真と一緒に回覧致します。 

 また来月 20日には、会員有志により張さんの 

送別会も予定しておりますので、ご参加を宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区インターアクト委員会   豊岡地区委員 

インターアクトの一泊 

研修会が 3月 23～24 日 

で開催されます。既に登 

録締切日は過ぎておりま 

すが、予算的にも厳しい 

とのことで、地区から再 

度、各クラブに呼び掛け 

るようにとことです。 

もし登録頂ける方があ 

りましたら、事務局まで申し出下さい。 

 

 

 

   

 

○相模原西 RC 会長挨拶      関口会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブには知り合いも多く、ほっとしていま

す。現在、相模原かめりあ RC では手分けして、

各クラブに認証伝達式のお願いに伺っており、本

日は幹事の田島さん、副会長の森嶋さんを同行し

て伺いましたので、宜しくお願い致します。 

    〇相模原かめりあＲＣご挨拶〇相模原かめりあＲＣご挨拶〇相模原かめりあＲＣご挨拶〇相模原かめりあＲＣご挨拶                    田島幹事田島幹事田島幹事田島幹事    

     国際ロータリーより昨年 

9 月に加盟認証され、現在 

は台湾のクラブとも姉妹ク 

ラブを提携して、積極的に 

活動をしております。今回 

スポンサークラブの相模原 

西 RCにもお力添え頂き、 

認証状伝達式を開催致しま 

す。当クラブ会員一丸となって取り組みますので、 

多くの皆様のご出席を宜しくお願い致します。 

日時：４月１４日（日）１２：３０～式典、１３：３０～祝賀会 

場所：ホテルセンチュリー相模大野 

登録料：１０，０００円  登録締切：３月１５日 

    

例会例会例会例会報告報告報告報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

                        ありません 

 

●●●●事務局事務局事務局事務局    〒〒〒〒252252252252----0239 0239 0239 0239 相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央 3333----12121212----3333 

                                                            相模原商工会館相模原商工会館相模原商工会館相模原商工会館３３３３ＦＦＦＦ    
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・大塚 正浩ご夫人 ２月２１日 

・老沼 秀夫ご夫人 ２月２３日 

・阪西 貴子ご主人 ２月２６日 

 

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム 

２月２６日卓話「会社法が変わっています」 

担当：田後 隆二会員 

３月 ５日卓話（未定） 

         定例理事役員会 

例会記録例会記録例会記録例会記録 

点点点点        鐘鐘鐘鐘  １２時３０分 

場場場場        所所所所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司司司司        会会会会  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉斉斉斉        唱唱唱唱            ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 田後 隆二会員 

ビジタービジタービジタービジター   関口 修君（相模原西ＲＣ） 

       田島 理香さん（かめりあＲＣ） 

       森嶋 洋子さん（  〃   ） 

ゲストゲストゲストゲスト    張 珣さん（米山奨学生） 

出席報告出席報告出席報告出席報告 

    

    

    

    

    

●編●編●編●編    集集集集    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

    委員長：委員長：委員長：委員長：伊倉伊倉伊倉伊倉    正光正光正光正光    副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎    直利直利直利直利    

    委員：川合委員：川合委員：川合委員：川合    貞義、田所貞義、田所貞義、田所貞義、田所        毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内    康裕康裕康裕康裕    

                田後田後田後田後    隆二隆二隆二隆二、、、、中山中山中山中山    徹男、徹男、徹男、徹男、高本高本高本高本    昌敏昌敏昌敏昌敏    

横江横江横江横江    利夫利夫利夫利夫、、、、山之内山之内山之内山之内    洋、洋、洋、洋、河野河野河野河野        崇崇崇崇    

中村中村中村中村    勝彦勝彦勝彦勝彦、大槻、大槻、大槻、大槻    実実実実、、、、平山クリフォードモーリ平山クリフォードモーリ平山クリフォードモーリ平山クリフォードモーリスススス    

●●●●http://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanaka----rcrcrcrc.jp.jp.jp.jp////    

会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２９名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/2) 
５名 ８５．２９％ ８８．２４％ 


