
第 1998 回例会 

４月２日 №36 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新元号が発表された翌日の例会で、私のロー

タリー活動で初めて、皆様の前でお話させて頂

きます。人前で話すのが苦手なので、お聞き苦

しい点もあるかと思いますが、宜しくお願い致

します。 

3 月 22～23 日開催の「新会員の集い」に河

野さんと参加してきました。会場は横浜中華街

の山下公園側にある「ローズホテル横浜」です。 

今回は宿泊となっていたので、ホテルに着い

て受付で部屋割りを教えて頂くと、全く知らな

い人と同部屋でした。研修でのグループも全く

別という状況で、かなり気まずい思いでした。 

どういう意図があって、全く知らない方と同室

にするのか、せめて同じ所属クラブの会員か、 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （一部要約にて掲載） 

大槻 実      

同じグループの方にするなどの配慮をして頂け 

ると有難いと正直感じました。 

研修は 200 名近い会員が出席していたようで 

すが、半数近くはベテラン会員か地区役員のよ 

うでした。隣席は入会 10 年目の方で、人数合わ 

せ的なことで来られたと言っていました。 

この約 200 名を 19 グループに分けて、2 日間 

の研修を行うのですが、私のグループは 10 人の 

内、新人は 5 人でした。 

 1 日目は講演とセミナーがあり、第 1 部は大 

谷直前ガバナーの講演で、ロータリーの歴史な 

ど説明していましたが、私は 2 日間どういうこ 

とをするのか判らない中で緊張していて、あま 

り内容を覚えていません。 

  

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

       

第 2 部は、㈱ヒューマンプリスの山田さんによ

る、テーマ「ダイバシティを叶えるための真価の

追求」でした。グループワークもありましたので、

同じテーブルの方は何となく覚えることができ、

少しリラックスできました。この内容の詳細は河

野さんから報告があると思いますが、山田先生は

とても綺麗な方でした。 

     研修終了後、懇親会、2 次会があり、ベテラン

会員が新人を連れて挨拶回りをしていた他クラ

ブもあり、当クラブは私と河野さんの 2 人だけだ

ったので、少し寂しかったです。 

 2 次会終了後は、河野さんと山下公園を散歩し、

コンビニで買った缶ビールを飲んで、ホテルに帰

りましたが、相方の荷物が無くなっていました。 

その方も気まずくて、日帰りされたのではないか

と・・。お陰様で 1 人部屋を満喫でき、翌日は早

朝からジョギングして、ゆっくり楽しめました。 

 2 日目は 100 人位まで人数が減っていて、多く

の方が初日で帰ってしまったようです。横浜とい

う立地と、宿泊が強制でないためだと思いますが、

宿泊での意味があったのかなと感じました。 

 2 日目はグループ討議で、テーブルごとにロー

タリーの良さや問題点など話し合いました。私の

グループでは「強制的に入れられた」などマイナ

スの話もありましたが、「仲間ができた、ボラン

ティアが良い、姉妹クラブとの活動が楽しい」な

ど多くの意見が出ました。その中で、ベテラン会

員が「とにかく出席することが大事」と言われて

いて、改めて「例会に出席して顔を出さなければ、

何も始まらないのだ」と感じました。 

研修を終えて、ロータリー活動に終りはなく、

まだまだ先が長い。今から無理をすると嫌になっ

てしまうので、少しづつ参加していく中で人脈作

りや、人として成長していけたら良いと思ってお

ります。入会してからあまり出席できず、ご迷惑

やご心配をおかけしておりますが、これからも宜

しくお願い致します。 

 

    ＜河野 崇会員より報告＞ 

最初に大槻さんから、面白おかしく話して頂き

まして、時間もあまり無いため、私からは主にセ

ミナーの内容を報告させて頂きます。 

 

 

 

1 日目の大谷直前ガバナーの講演で、1 つ印象 

に残った話は、多くの著名人がロータリアンだと 

いうことでした。メイク先で松下幸之助氏にお茶 

をかけられたハプニングを聞いて、普通ではお目 

にかかれない方も、所属クラブを調べてメイクに 

行けば、会えるのかなと思ってしまいました。 

また、ケンタッキーのカーネルサンダースもロ 

ータリアンで、店先の人形は R バッジを付けてい 

ると初めて知りました。 

次のセミナーでは、山田真紀さんの紹介欄に新 

卒で ANA に入社し、国内・国際線に 16 年間乗務、 

人材育成・評価を 8 年間行ってきたそうです。 

内容は、ダイバシティを活かすには多様性を受 

け入れ、広く人材を活用することが大事。それに 

は心が通い合う状態が重要で、相手と感情の一致、 

相互の尊敬などと言った健全で親密な信頼関係を 

つくることだそうです。 

 そのためには、単に仲良くするのではなく、相 

手にプラスに作用する意図的なコミュニケーショ 

ンを取ることが大事。具体的には挨拶、笑顔、握 

手、感謝、労い、激励、関心、賞賛など・・。 

2 日目のディスカッションのテーマは「ロータ 

リーを楽しんでいるのか？ 楽しむためにはどう 

したら良いか？」で、先輩ロータリアンから活動 

している中で良かったと思う点、また新入会員か 

らは入会して良かったと思う点を発表しました。 

私のグループでは、ベテラン会員が 5 人で錚々 

たる方ばかりでした。新入会員は私以外は全て女 

性会員が 3 名で、本当に楽しく活動されているよ 

うでした。新入会員が入会して良かった点を紹介 

しますと、 

・支援活動で、音楽会開催や日本文化を広げてい 

く活動に携われて、充実している。 

・一人ではできないことも、ロータリーだと皆で 

できることが素晴らしい。 

・いろいろな業界の方がいるので、仕事の話など 

 勉強になる。 

・ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄの役割分担などで、皆で一緒に活動し 

 ている自分が自然体でいることができる。 

私もこうした女性会員と同じように、モチベー 

ションが高かったらと思いながら、有意義なディ 

スカッションでした。 

 



 

 

 

    ○台中文心 RC との合同奉仕事業について 

冣住姉妹クラブ委員長 

     3月 23日に、台中文心RCと友好クラブ締結後、

最初の共同奉仕事業として、「障害者機能訓練セ

ンター」を訪問しました。このセンターは 17 才 

以上を対象にしてお 

り、スライドでの活 

動実態や施設見学な 

ど大変勉強になりま 

した。私達も作業所 

で、手作りで革製品 

のアクセサリーを制 

作しましたが、とて 

も難しかったです。 

当クラブからも支援 

金を寄付をしまして、感謝状を戴いてきました。 

     

○台中文心 RC の訪問報告  

阿部国際奉仕委員長 

     今回は、飛行機のチケットが満席で取れないト

ラブルで少人数での参加となりましたが、何とか 

両クラブ共同事業の実現に向けて、準備を進めて

きたプロジェクトが実施できました。 

当日は 9時から施設の障害者による「太鼓演奏」

で幕開け、施設指導員によるスライドでの活動報

告、施設見学＆支援金の贈呈式（両クラブで 13

万円）、最後に革製品アクセサリー制作の体験で

終了し、台湾料理をご馳走になった後、市内観光

に案内して頂き、夕刻の新幹線で台北に向かい、

日程を完了しました。 

台中文心 RC の多くの会員皆様のお陰で無事に

第一回共同プロジェクトを達成できました。 

 

 

 

 

 

 

 

                   

     

 

 

 

      （紙面上、各報告は要約にて掲載） 

○第２回セラピー犬活動  大坪社会奉仕委員長 

 3 月 30 日に開催し、当クラブ会員 12 名、「あす 

なろ会」から保護者と子供達が計 28 名の参加で 

した。最初は怖がっていた子供達も、笑顔でセラ 

ピー犬と触れ合うことができました。 

次に、3回目で今年度最後のセラピー犬活動は、 

4 月 13 日（土）に、高齢者施設「サンシャイン 

ツクイ」にて行います。場所は国道 16 号・相模 

原警察署の横になります。駐車場が難しいため、 

近隣の駐車場をご利用下さい。 

＜3 月 30 日あすなろ会とのセラピー犬活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

○インターアクト一泊研修の報告 

                 豊岡地区インターアクト委員 

 3/23～24 日にｲﾝﾀｰｱｸﾄ一泊研修が開催され、私 

も宿泊にて出席し、高校生達に囲まれて楽しく過 

ごしてきました。ｲﾝﾀｰｱｸﾄでは 1年間に 3つの大 

きな行事があります。①年次大会 ②海外研修  

③一泊研修です。私も地区委員として 3年間携わ 

ってきましたが、当クラブでは毎年、会長・幹事 

が一泊研修会に参加しています。日帰りですが、 

他クラブでは担当委員長以外は出席していないの 

で、大変感謝しております。ｲﾝﾀｰｱｸﾄは高校生主体 

ですので、4月に新旧交代となります。 

 

 

 

   

    ＜理事会報告＞ 

    ①第２０００回記念例会の件 

    ・来賓と中 RC 会員出席者、概算で約 65 名。 

 ・スライドショー（映像紹介）のスケジュール 

   例会開会前、懇親会の２回とする。  

 ・来賓の挨拶依頼者の確認 

  清水ＡＧ、相模原ＲＣ会長、千曲川ＲＣ会長 

  大谷ＰＧ（懇親会時の乾杯） 

    ②空飛ぶシューズの件 

    ・光明学園インターアクトのシューズ回収 

（ダンボール 12 箱）4月 8日に回収予定。 

    ③泳げ鯉のぼり 協賛金の件 

     社会奉仕予算より 5万円を承認。 

 

      例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①マイロータリー・クラブセントラルセミナーご案内 

 次年度の準備として、実務の参考となる研修を

企画しております。次年度会長・幹事は義務出

席とさせて頂きますが、事務局は希望者（交代

により経験が浅い方）で、マイロータリー登録 

     率 40％未満のクラブとさせて頂きます。 

 日時：4 月 27 日（土）15～17 時 場所：第一

相澤ビル  登録締切：4月 8日 

②第 11 回ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会／臨時ｲﾝﾀｰｱｸﾄ

運営委員会開催のご案内 

 標記の通り開催致しますので、提唱クラブには

ご出席をお願い致します。 

 日時：4月 20 日（土）14 時～ミーティング 17 

     時～インター運営委員会  場所：アイクロス

湘南 登録締切：４月１２日 

     

※第２０００回記念例会の出欠表を回覧しております

ので、次週例会までにご記入下さい。 

 

●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 
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 ＜ご夫人・ご主人誕生日祝＞ 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・㝡住 悦子会員 ４月 ６日 

・小崎 直利会員 ４月２０日 

 

例会プログラム 

４月 ９日卓話 横江利夫会員 

  １６日第 2000 回記念例会（移動例会） 

      18:00～記念例会 18:45～懇親会 

      「ＨＫラウンジ６Ｆ」にて 

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   「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

 

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 ３１名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/19) 
３名 ９１．４３％ ９１．６７％ 



 

                  

 

 

桜の花も満開となり、 

楽しませてくれておりま 

すが、6日頃には花吹雪 

となるそうです。市役所 

の桜通りを中心に、この 

辺りには約 300 本の桜の 

木があるそうです。また 

昨日は新元号が 11 時 40 

分に発表され、いよいよ 5月 1日午前 0時より「平

成」より「令和」となります。万葉集より引用さ

れたとの事ですが、AI を使ったり、色々なところ

で予想していました。「安久」が予想の一番だっ

たようですが、軒並み外れていました。街の皆さ

んの感想としては「堅すぎる」とか「和という文

字が入っていて良かった」という事でした。 

 先日 25 日「3クラブ合同夜間例会」、26 日「第

5 グループ親睦ゴルフコンペ」、30 日「セラピー

犬奉仕活動」には多くの会員の出席を頂き、あり

がとうございました。3クラブ合同夜間例会では、

総勢約 70名で大変盛り上がった楽しい会となり、

親睦ゴルフコンペでは 8名が参加、川合会員がエ

イジシュートを達成されたとお聞きしました。す

ごいとしか言いようがございません。流石です。

おめでとうございます。 

セラピー犬活動では、参加した子供たちの天使

のような微笑に、返ってこちらが癒されました。 

大変忙しかった一週間ですが、ロータリーをや

っている（活動している）と、より強く実感いた

しました。 

     本日 4月 2日は「図書館開設記念日」で、1872

（明 5）年のこの日、東京・湯島に日本初の官立

公共図書館「東京書籍館（しょじゃくかん）」が設立

され、日本で初めての近代図書館であった事から、

記念日として制定されました。その後、同館は議

会図書館と合併し、現在の国立国会図書館となっ

ています。 

また「国際こどもの本の日」でもあり、1966（昭

41）年に、国際児童図書評議会（IBBY）の創設者・ 

 

 

 

イエラ・レップマンの提唱で、国際児童評議会に 

より制定されました。また日本国際児童図書評議 

会により、1996（平 8）年に「こどもの本の日」 

が制定されています。因みに、本日 4月 2日は、 

デンマークの童話作家・アンデルセンの誕生日で 

もあります。 

さて今月はロータリーでは「母子の健康月間」 

です。現在、栄養失調や医療・衛生のために亡 

くなる子供の数は、世界で 700 万人と言われて 

おります。このような子供たちの命を守るため、 

母親や子供たちが基本的な医療を受けられるよう 

ロータリーが支援しているのです。 

活動としては、5歳未満の子供たちの死亡要因 

の「マラリア」「肺炎」「エイズ」「下痢疾患」に 

対してワクチン・抗生物質の提供、汚染水による 

下痢疾患を招くための井戸の提供、雨水貯蔵設備 

の設置等の維持方法の指導にも努めているのです。 

また母親の健康の向上のための診療所では、エ 

イズ感染の予防、母乳の与え方、健康管理の方法 

を学べます。素晴らしい成果を上げました相模原 

橋本ＲＣの「ホンジュラス・プロジェクト」は、 

正に安全なお産と元気な赤ちゃんの誕生に“エコ 

ー診療”にて大きな貢献をされました。 

結びですが、今月 16 日はいよいよ「第 2000 回 

例会」を迎えます。当日は会員皆様、そして第 5 

グループの仲間たちと楽しく祝いたく、１人でも 

多くの出席をお願い致します。また 13 日(土)に 

は、第 3回セラピー犬の今年度最後の活動があり 

ますので、こちらも出席をお願い致します。 

 

 

 

●早川会長、佐々木幹事 

①会員誕生日の皆様、おめでとうございます！ 

②新会員の集いのご報告、河野会員、大槻会員、 

宜しくお願いします。 

③3 月 30 日（土）に、セラピー犬事業で出席された 

皆様、お疲れ様でした。 

●竹田 繁会員 

誕生日を祝って頂き、誠にありがとうございます。 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

●冣住 悦子会員 

①誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

②河野さん、大槻さん、新会員の集いの報告よろしく

お願いします。 

●小崎 直利会員 

①誕生日のお祝、ありがとうございます。 

②「新会員の集い」の報告、河野会員、大槻会員よろ 

しくお願い致します。楽しみです！ 

③次週の例会、欠席致します。入会時当初に生まれ

た息子の入園式に行ってきます。 

●川合 貞義会員 

①誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②先日の第５グループのゴルフコンペで、エイジシュ

ートをやりました。年を重ねるのは楽しいものです。 

③本日は、当社の５５回目の創立記念日です。 

●黛 裕治会員 

①4 月お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②昼の例会は久し振りです。来週も入園式ですので、

メイクします。 

③河野さん、大槻さん、新会員の集い報告、楽しく聞 

かせて頂きます。 

●河野 崇会員 

①会員誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②週末、少年野球でボールが脇に当って痛いです。 

（櫻内さんと一緒でした）呼吸する度に痛いですが、

本日、新会員の集いの報告をさせて頂きます。宜

しくお願い致します。 

●中里 和男会員、池之上 和哉会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②河野会員、大槻会員、本日の卓話よろしくお願い 

 します。 

●丸子 勝基会員 

①先日の第５グループゴルフコンペで、川合会員が 

スコア８４でエイジシュート！ さすがですね。ます 

ますお元気で頑張って下さい。 

②４月の会員誕生日の皆様、おめでとうございます。 

③新元号「令和」を祝って。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②新会員の集いの報告、河野会員、大槻会員、よろ 

        しくお願い致します。 

 

 

●藤原 利夫会員 

①新会員の集いの報告、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆様、おめでとうございます。 

②新会員の集い報告の河野会員、大槻会員、宜しく 

お願いします。 

③とうとう皆さん、三元号のまたぎになってしまいまし 

たね。 

●小野 孝会員 

①誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さん、おめで 

とうございます。 

②新会員の集いの報告、河野さん、大槻さん、楽しみ 

にしています。 

●諸隈 武会員 

①竹田会員、冣住会員、小崎会員、誕生日おめでと 

うございます。 

②河野会員、大槻会員、よろしくです。 

③今日はＳＡＡは 1 人です。優しくして下さい！ 

●阪西 貴子会員 

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

②河野さん、大槻さん、新会員の集いの報告、宜しく 

お願い致します。 

●阿部 毅会員 

①台中文心 RC との共同による社会奉仕プロジェクト 

に行ってきました。米山学友が 1 人加わり、通訳の 

補助をして頂きました。終了直後に、帯状疱疹のお 

みやげまで貰って帰って参りました。 

②本日、誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①新会員の集い報告の河野さん、大槻さん、よろしく 

  お願いします。 

②会員誕生日祝の竹田さん、㝡住さん、小崎さん、 

  おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①４月お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②新会員の集い、おつかれ様でした。 

●伊倉 正光会員 

①河野会員、大槻会員、「新会員の集い報告」宜しく 

  お願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 


