
第 1996 回例会 

3 月 19 日 №34 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長エレクト 

先週 3 月 12 日（火）9:30～受付でしたが、

以前から厳しいセミナーで、遅刻すると会場に

入れて貰えないと聞いていましたので、会場の

「藤沢商工会館」には 9 時頃に到着しましたが、

地区役員の方々は全て、もう来られていました。 

次年度会長は 68 名中、67 名が出席し、1 名

だけが欠席で、セミナーは 10 時～19 時半まで、

ほぼ丸一日でした。 

      脇ガバナーによる点鐘に始まり、「今日は充

実した一日を過ごして下さい」と挨拶があり、

その後、地区役員・委員長の紹介がありました。 

次年度ガバナーは今年 1 月 13 日～18 日まで

1 週間、米国・サンディエゴの国際協議会で研

修を受けることで、モチベーションも上がって、 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （概要にて掲載） 

横溝 志華      

リーダーになる心構えができる。皆さんもこの 

研修で良きリーダーになれるよう言われました。 

 次に杉岡ガバナーエレクトより、次年度ＲＩ 

テーマが発表されました。「ロータリーは世界 

をつなぐ－ROTARY CONNECTS THE WORLD」 

RI 会長名は、マーク・ダニエル・マローニ― 

氏。米国・アラバマ州の法律事務所所長で弁護 

士です。年齢や詳しい家族構成は公表されてい 

ないのですが、計算しますと、64 才になるそう 

で、奥様もロータリアンとのことです。RI 会長 

のプロフィールを見ますと、数々の RI の役職を 

歴任されています。 

RI 会長の強調事項は４つありますが、内容が 

多いので、要約してご報告致します。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

  

       

    ①ロータリーを成長させる 

 奉仕活動や、プロジェクトのインパクトを成長 

させること、また最も重要なのは、より多くのこ

とを達成するために会員を増やすことです。ロー

タリーの中核にあるのは「つながり」である。 

②家族の重要性を強調 

     忙しい会員にも、リーダーの役割を果してもら

えるよう、さまざまな例会の内容や奉仕プロジェ

クトの機会を提供するよう促しています。 

    ③内部組織の改革 

     適応し、文化を変える時がきています。全クラ

ブを個別に訪問しなくても、優れた地区ガバナー

になれる、また全部一人でこなさなくても優れた

クラブ会長になれるというメッセージを伝える

時が来ているのです。 

    ④国連との関係 

     長年に亘る、ロータリーと国連との歴史的関係

に焦点を置いています。次年度は世界中で RI 会

長主催会議を開催します。この焦点は国連との関

係と、多くのロータリー奉仕プロジェクトを支援

する国連の持続可能な開発目標です。 

ロータリーは国連憲章に繋がった 1945 年のサ

ンフランシスコ会議で相談役を務めるために、米

国が招聘した 42 の組織の１つでした。それから

何十年もの間、ロータリーは世界中の人道的課題

に取り組むため、国連と共に活動してきました。

国連は今日、ロータリーに対し、非政府組織の相

談役に対して与える中で、最高の立場を認めてい

ます。 

 

     次に第 2780 地区の地区方針について説明があ

りました。9 項目ありますが、時間の関係で、そ

主な項目を要約して報告致します。 

①ＲＩ会長テーマ及び強調事項の推進 

②ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ 

     各クラブが指定された項目を、クラブの計画に

あげ、受賞資格を得る活動がなされるように奨励 

    する。1 クラブ 1 プロジェクト立ち上げる。 

    ③新しいＲＩ戦略計画の推進 

・より大きなインパクトをもたらす ・参加者の

基盤を広げる ・参加者の積極的なかかわりを促

す ・適応力を高める 

 

 

 

④会員増強・会員維持・クラブ拡大 

・女性会員や 40 歳未満の会員の入会、またロータ 

ーアクターのロータリークラブへの入会を促す。    

・各クラブ２名以上の純増を ・既存会員の維持 

・新クラブ（衛星クラブを含む）の拡大 

⑤新世代育成の推進 

・インター、ローターアクトの新クラブ拡大 

⑥地区ビジョン及びクラブビジョンの策定の推進 

⑦奉仕活動推進のためロータリー財団への年次寄付 

・年次寄付 200 ドル以上／1名 ・ポリオ寄付 

40 ドル以上／1名 ・恒久基金 1000 ドル以上 

／1クラブ 

⑧米山奨学会寄付 

・20,000 円以上／1名 

➈公共イメージ向上に向けて 

・ロータリーの認識を高め、「世界を変える行動 

人」キャンペーンを促進する。 

 

その後、2 名の講師による講演がありましたが、 

大変興味深いお話でした。 

1 名は元 RI 理事で、米山奨学会理事長の小沢 

一彦氏。84 才になっても、とても多忙で、今日 

はヘリコプターで来ましたと言われました。 

ロータリーに入会し、クラブや地区のさまざま 

な役職を務めた経験から、ロータリーを楽しくし 

ていくため、会長としては前年と同じことをする 

のではなく、何か新しいアイデアを出すこと。 

他にも「年会費を上げてはいけない、厳しいな 

ら食事代を減らしましょう」、「母国で成功した米 

山学友から米山奨学会に大口寄付の申し出があっ 

たが、米山寄付は会員からコツコツと寄付頂いて 

いるので、一部のみ受け取った」、「日本は女性会 

員が世界で 3 番目に少ない」、「寄付をお願いする 

時は寄付と言わず、支援としてお願いする」など。 

 もう 1 名は、山梨県のパストガバナーの野口さ 

んで、まだ 40 代の方でした。ロータリーにやむ 

を得ず入会したが、欠席も多く、また祖父はロー 

タリーで、父親はライオンズで仲も悪かった。 

 だがクラブ幹事を引き受けてから、ロータリー 

が徐々に楽しくなり、クラブから地区へ出向し、 

そしてガバナーとなり、日本全国に友人も増えて 

今はロータリーが生きがいであるとのことでした。 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     本日は風邪を引いてしまい、マスク姿で申し訳 

    ありません。3月 15 日には、麻布大学院での卒業 

式があり、卒業証書をもらいました。日本に来て 

から 14 年間が経ち、来月、中国に帰国致します。 

特に最後の 2年間は米山奨学生となり、学業に 

    専念できまして、お蔭様で「博士号」を取得する 

ことができました。  

     会員皆様に温かく迎えて頂いた 2年間、本当に 

    ありがとうございました。   （概要にて掲載） 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （概要にて掲載） 

    ○国際奉仕委員会        阿部委員長 

     台湾・台中文心 RC の社会奉仕事業が、今週 23 

日に実施され、当クラブからも当初 8名が参加予

定でしたが、春休み期間ということもあって、飛

行機のチケットが満席状態で取れない状況とな

りました。今週末から台湾は入国も出国も大変多

い状況とのことで、かなり代金も高額になります。 

 

 

 

 よって早めに予約していた藤原会員と私、また 

ネット予約で運良く取れた冣住友好クラブ委員長 

の 3名で行ってまいります。 

 次に「空飛ぶシューズ事業」の件ですが、12 月 

の理事会で決定した今後のシューズ集荷について、 

例会ではっきりした報告をしていなかったために、 

周知されていなかった面があります。現在、シュ 

ーズ在庫がかなり多くあるため、シューズの受付 

は今年度で一度、終了とします。もし問い合わせ 

などありましたら、上手くお断りして頂きますよ 

う、お願い致します。 

○ロータリーの友「３月号紹介」 

 公共イメージ委員長     池之上 和哉 

 横書 P18～は次年度 RI 会長の紹介記事で「成 

長の将来図」が掲載されています。 

 P28～は東日本大震災の被災地から復興関連の 

記事で、特に福島県・浪江 RC の当時の厳しい状 

況が掲載されていました。震災の原発事故により、 

全会員 54 人に避難命令が出され、その後、次々 

に退会届が届き、36 人まで減少。こうした状況下 

でも、2018 年 10 月には 7年 7カ月振りに浪江町 

の同じ例会場で例会を開催でき、現在、会員数も 

50 人になったそうです。ロータリーの火を消さな 

いよう存続する情熱がすごいと思いました。 

 縦書 P25 に、ちょっと興味深い記事がありまし 

た。「ロータリーの縁結び」ということで、千葉 

県の 5つの RC が合同で婚活パーティーを企画し 

たそうです。ロータリーがこうした活動もしてい 

るのが面白いと思いました。会員は世話係として 

奮闘し、今回７組のカップルが誕生したそうです。 

   

○社会奉仕委員会        大坪委員長 

 3 月 30 日（土）に第 2回セラピー犬活動を実 

施します。9:30～「あじさい会館」にて。現地 

集合・現地解散となります。また第 3回目は、 

4 月 13 日（土）に介護施設“ツクイ”にて予定 

しており、光明インターアクトも参加予定です。 

また詳細は、後日ご報告致します。 

 

○“泳げ鯉のぼり事業”のお願い 竹田会員 

今年も 4月 29 日～5月 5日に開催され、毎年 

この時期に協賛金のご協力宜しくお願いします。 

 

 

 

   

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①雑誌「ロータリーの友」より情報提供のご依頼 

     ロータリーの友６月号で、一般の人に向けたロ 

ータリーの「広報用グッズ」を特集します。 

クラブや地区で、独自に作成したグッズの情報 

をお知らせ下さい。締切日：4月 14 日 

 

※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下さい。 

①３クラブ合同夜間例会（移動例会）     

３月２５日（月）１８：３０～ 場所：敦煌（相模原駅より

徒歩５分） 会費：２，０００円 

②新会員・平山会員歓迎会（会員有志）   

４月３日（水） １８：３０～ 場所：敦煌（相模原駅より

徒歩５分） 会費：５，０００円 

③奉仕事業・第２回セラピー犬活動（会員有志） 

３月３０日（土）９：３０現地集合 場所「あじさい会

館」（※ご参加の場合はメイク扱いにて） 

     

例会プログラム 

３月２６日→２５日（月）３クラブ合同夜間例会 

１８：３０点鐘「敦煌」 

     ※２６日第５グループ親睦ゴルフコンペ 

※３０日奉仕事業“セラピー犬活動” 

    ４月 ２日「新会員の集い」報告 

          担当：河野会員、大槻会員 

         定例理事役員会  

       ９日卓話 横江利夫会員 

 

 

 

 

 

 

●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  FAX 042-758-1605 

 ●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 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ご夫人・ご主人誕生日祝＞ 

・中里 和男会員 １９７９年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 ２００２年３月１９日 

 ・黛  裕治会員 ２００７年３月２０日 

 

 

 

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」 

司  会  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

ゲスト    張 珣さん（米山奨学生） 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 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 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦、大槻 実、平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２９名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/12) 
３名 ９１．１８％ ９１．６７％ 


