●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

第 1994 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

3 月 5 日 №32
会 長

早川 正彦

●提唱インターアクトクラブ

幹

事 佐々木 敏尚

光明学園相模原高等学校

地区、クラブ運営にとって不可欠なオンラインシ

・氏名、メールアドレスは半角英数字で会員登録

ステムです。

してある通りに正しく入力して、「はい」にチェ

①多くのデータを一つの場所で管理できる

ックを入れ、
「続ける」のボタンをクリック。

②紙の利用を減らし、地球に優しい方法
③クラブの目標や進捗情報を確認できる
④ロータリアンは誰でもクラブの目標を確認できる
⑤前年度の目標や達成状況を確認できるので、一
貫したクラブの取り組みが可能
⑥世界全体のロータリアン活動の影響を把握できる
〇マイロータリー登録にあたっての重要事項
マイロータリーのアカウント取得のキーは、
たった 2 つ
・会員の名前（半角英数）
・メールアドレス（※クラブセントラルに登録し
てある会員情報と完全に一致していないと登
録ができません）

※「続ける」の後、住所欄が表示された場合は入力を
中止して下さい。このまま進めると、非会員として登

＜たとえば、登録情報が下記のとき＞

録が完了し、アカウントの意味を成しません。

氏名：Youichirou Waki（脇 洋一郎）

・下記の画面が表示されたら「国際ロータリー」

アドレス：y.waki@d2780.rotary.bz

から登録したメールアドレスにメールが届きます。

※アカウント取得時のインプット情報が少しで
も違うと登録できません。まずは今一度、登録
情報の確認をお願い致します。
・氏名の場合
youichirou waki 大文字・小文字の間違い
Yooichirou Waki スペル違い（最も多い間違い）
Ｙｏｕｉｃｈｉｒｏｕ Ｗａｋｉ 全角英数
・アドレスの場合

地区マイロータリー推進委員会

中原 貴志委員

y.waki@nifty.com

そもそもアドレスが違う

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロ

動画、ご自身の寄付履歴、ラーニングセンター

y-waki@d2780.rotary.bz スペル違い（最も多

ータリーの活動や地区・クラブ運営に必要な情

・世界中のクラブの現況や奉仕活動のヒントを

い間違い）

報やデータを随時入手できる便利なシステム

得ることが出来ます。

です。

例：公式名簿、ロータリークラブセントラル、

・RI、地区、クラブ運営に関するありとあらゆ

ロータリーショーケース、補助金センター

る情報の宝庫
・変化するロータリーの仕組みに対応する最新
情報
・ロータリー活動を強力にサポートする機能が
用意されています
○My ROTARY アカウントを登録すると
・豊富な資料、情報収集やニュースレターの無

・世界中のロータリアンと繋がって、アイデア
の交換や交流を深めて頂くことが出来ます。
例：アイデア応援サイト、フォーラム、メー
ル機能
○ロータリークラブ・セントラルのメリット
クラブ会長、幹事、事務局職員の方にとって
は、「ロータリークラブ・セントラル」（寄付目

料購読が出来ます。

標、会員増強目標の設定）、会員情報（入退会更

例：会員増強資料、手続要覧、国際大会等の

新）、半期報告書、人頭分担金の請求書発行等、

y.waki＠d2780.rotary.bz ＠が全角英数
（分かりづらいので注意）
〇My Potary アカウント登録方法
・アカウント登録をクリック

・登録したメールアドレスの受信箱を開き、届い
たメールをクリックすると、「ロータリーウェブ
サイト：登録完了まであと少しです」というメー
ルが届くので、文中の「アカウントを有効にする」
をクリックします。

また「珊瑚の日」でもあり、これは「さん（3）
3 月 6 日頃までを「啓

例会報告

ご（5）」の語呂合わせと、珊瑚が 3 月の誕生石で

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

ある事から制定されました。

①２０１９年地区研修協議会 開催のご案内

さてロータリーでは、3 月は「水と衛生月間」

茅ヶ崎湘南ロータリークラブをホストとし、次

これは春分までの期間を

です。地球は「水の惑星」と呼ばれますが、表面

年度のための地区研修協議会を開催しますの

言うのです。柳が芽吹き、

の 2/3 は水で覆われていて、およそ 14 億立方キ

で、ご登録とご出席をお願い致します。

ふきのとうの花が咲く頃

ロメートルの水があると言われています。

日時：4 月 21 日（日）12:30～点鐘・全体会議

蟄（けいちつ）」といい、

となります。
先日「お雛様を飾る時

しかし、その内の 97.5％は海水であり、真水は
わずか 2.5％しかありません。しかも、この真水

14:20～分科会 17:30～懇親会
場所：「日本大学生物化学資源部」
（小田急線・

ですよ」と言うお話をし

の大部分は南極や北極の水や氷河として凍ってお

ました。そこで 3 月 3 日のひな祭りについて、白

り、水は地下水となるため、人間や動物が使える

登録料：1 名 8,000 円

酒や桃の花でお祝いしますが、起源をたどります

水は、全体のわずか 0.01％しかありません。

出席義務者：（以下、次年度）会長、幹事、ク

六会日大前駅前）
登録締切：3 月 20 日

物騒な話ですが、第 3 次世界大戦が起こるとす

ラブ管理運営、公共イメージ、奉仕プロジェク

・瀬戸 裕昭会員 ３月 ５日

悲しい話ですが、3 人の子が生まれた父親が残

れば、この水の奪い合いと言われていて、その位、

ト（職業・社会・国際奉仕）、青少年奉仕（ロ

・丸子 勝基会員 ３月 ８日

念な事に 3 人とも亡くなってしまい、嘆き悲しん

我々にとって水は生活には欠かせない物なのです。

ーター・インター・青少年交換）ロータリー財

・金沢 邦光会員 ３月１２日

で、亡骸をお酒で清めて水葬した事が由来だそう

しかし、世界にはこうした当たり前の生活とは無

団、米山奨学の各委員長、クラブ研修リーダー

・大槻

です。日本では平安時代に陰陽師にお祓いをして

縁の地域も多く存在し、このような人々は 25 億

（Ｒ情報）、新会員部門（入会 1～2 年目）

・藤原 利夫会員 ３月２３日

もらい、自分に降りかかる災難を人形に移し、川

人以上と言われています。相模原市の上下水道は

に流した事が流し雛の由来だそうで、今でも京都

水道水は津久井にある「谷ケ原浄水場」で作られ

の下賀茂神社で行われております。

た水を使い、生活排水は下水道に流して、市内に

と、中国の漢の時代だそうです。

江戸時代になりますと、職人文化の発展と共に
人形作りの技術が向上し、現在の家に人形を飾る

7 か所のポンプ場により、私たちの生活を脅かさ
ない場所（川）に放流されております。

スタイルとなり、現在はひな人形を飾り、ちらし

本日の卓話は地区マイロータリー委員の中原様

寿司や蛤のお吸い物を食べ、女の子の健やかな成

（相模原西ＲＣ）お忙しい所お越し頂きましたの

長を願う行事になったという事です。

で、皆様には宜しくお願い致します。
（概要にて掲載）

ワーがあるとされ、邪気を払うため飾ります。ま
雛様を初節句に贈るそうです。
本日 5 日は「フライトアテンダントの日」だそ

○親睦活動委員会
小崎副委員長

※下記３つの出欠表を回覧しております。日程をお
間違いのないようご記入をお願い致します。
①米山奨学生・張さんの送別会（会員有志）

例会記録

３月２０日（水）１９：００～ 場所「慶福楼橋本店」

点

鐘

１２時３０分

（橋本駅より徒歩５分） 会費：６，０００円

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

司

会

諸隈 武 副ＳＡＡ

斉

唱

「国歌君が代」

②３クラブ合同夜間例会（移動例会）
３月２５日（月）１８：３０～ 場所「敦煌」（相模原駅よ
③相模原かめりあＲＣ認証状伝達式（会員有志）

平山さんの歓迎会を予定し

日本初のフライトアテンダント採用試験の結果

ています。場所はまだ未定

が発表された事に由来しています。当時は「エア

ですが、平山さんが平成最

ガール」という呼び名で募集が行われ、試験には

後?!の入会者となるかもし

140 人が応募し、合格者は 3 人だったそうです。

れないので、奮ってのご参加をお願い致します。
○社会奉仕委員会

41）年、時事新報社が全国から「良家の淑女」を

大坪委員長

対象に写真を募集し、その審査結果を公表した事

セラピー犬の第 2 回・第

に由来しています。これが日本初のミスコンであ

3 回事業を 3 月と 4 月に行

り、見事に一等に選出されたのは、学習院女子部

います。詳細は次週、回覧

3 年の末弘ヒロ子さんでしたが、大問題となり、

しますので、多くのご参加

彼女は退学処分となってしまいました。

をお願い致します。

ロータリーソング「四つのテスト」
ソングリーダー 田後 隆二会員

４月１４日（日）１２：３０～ 場所「センチュリーホテル
相模大野」 登録料：会員負担金５，０００円

4 月 3 日（水）18:30～

うで、1931（昭 6）年、東京航空輸送が実施した

また、
「ミスコンの日」でもあります。1908（明

・藤本 恵介会員 ３月２５日

り徒歩５分） 会費：２，０００円

桃の花を飾るのは、中国では魔除けや長寿のパ
た日本では地方によっては、お嫁さんの実家がお

実会員 ３月１３日

会

例会プログラム
３月１２日卓話「失敗から学んだ社長の心得」
担当：高本 昌敏会員
１９日「PETS 報告」横溝会長エレクト

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

出席報告
員

出席（出席対象 31 名）

事前メイク者

３８名

２８名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(2/19)

８０．０％

９１．１８％

７名

●編

集 親睦活動委員会

委員長：伊倉

正光

副委員長：小崎

直利

FAX 042-758-1605

委員：川合

貞義、田所

毅、櫻内

康裕

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」

田後

隆二、中山

徹男、高本

昌敏

横江

利夫、山之内

洋、河野

崇

〒252-0239

相模原市中央区中央 3-13-15

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000
●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

中村 勝彦、大槻 実、平山クリフォードモーリス
●http://sagamiharanaka-rc.jp/

