・インターアクト提唱クラブより、顧問教師が転

●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 2001 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

４月 23 日 №39
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

勤等で代わったりして、高校側とクラブとで活
動に対する温度差がある。

（一部要約にて掲載）

〇会長部門
今回、10 名登録し

横溝会長エレクト

しなければならないことが山積みです。
休憩を挟み、最後に前々年度地区幹事の秋山純

・あるクラブ会長より、ずっと退会したいと思っ

夫サブリーダーから次年度地区方針の内、新しい

ていたが、いろいろな役職を押し付けられたこ

RI 戦略計画の推進について説明して頂きました。

とで、だんだん楽しくなってきたそうです。退

しかし抽象的な内容が多く、今一つピンときてい

会しそうな会員には同じように対応してみて

ません。「会長・幹事は一年終えると、必ず仲が

はどうでしょうかとのことです。

悪くなる」という冗談だけが耳に残っています。

・毎回、なぜ同じような内容や発表ばかりの会合

○青少年奉仕部門－黛次年度委員（委員長代理）

をするのかが判からない。親睦の機会が少なく

委員長代理で出席しまし

なり、研修ばかりが多くなっているように感じ

た。小佐野リーダーのスピ

ている。

ーチから始まり、インター

・120 名の会員がおり、出席率が良くない。朝 7:30

アクトの活動内容からミー

～の早朝例会を検討しているが、その時間に使

ティング、三大行事（年次

える会場がまだ見つからない。いずれは、その

大会・海外研修・一泊研修

方向で実施したい。

会）についての話があり、

・増強のため年会費を安くして、最初の 3 年間は

（紙面上、要約にて掲載）

に習熟する必要があることを痛感させられ、勉強

次にローターアクトや青少

半額にしたが、ほとんど効果がない。お金の問

年交換事業、そして青少年に対する危機管理につ

題ではなく、クラブの魅力が重要だと思う。

いての理由や取組みなどの説明がありました。

・ガバナーズクラブとなるために、多くの新会員

○公共イメージ部門－藤本次年度委員長

を入会させたので、ガバナーを輩出するクラブ

話を聞いてもなかなか難

を目指せば、一生懸命増強するようになるので

しい内容でした。例として

はないかと思う。

「トム・ソーヤーの冒険」

以上のような内容でした。会員維持と増強はロ

に出てくるペンキ塗りの話

ータリーの永遠のテーマですので、いろいろ勉強

があり、最初はいたずらの

になりました。

罰として嫌々やっていたの

○幹事部門－田後次年度幹事

で、誰も手伝ってくれなか

まず、次年度地区幹事

ったが、一計を案じて楽し

会長部門では、リーダーが脇ガバナーと杉岡

の松田壯吾リーダーから

そうにやり始めると、大勢の人が寄ってきて手伝

まして全員にご出席

ガバナーエレクト、サブリーダーは久保田ガバ

クラブ幹事の任務、役割

ってくれた。奉仕活動も同じように楽しむことで

頂き、有難うござい

ナーノミニーでした。各クラブ会長がリーダー

そして期待される役割に

循環しているということでした。

ました。当日、4 月

シップをとることと、杉岡ガバナーエレクトか

ついて説明がありました。

21 日（日）は 11 時

らは、何度も聞きました同じような内容をお話

果たすべき任務・役割

に町田で待ち合わせ

されていました。

て行きました。
12:30 点鐘で六会

その後、各クラブより 11 名の会長代表スピ

が多岐に渡り、量も多い
ことは覚悟していました

また５項目の責務があり、次年度の一年間でど
れだけクリアーできるか判りませんが、一生懸命
やっていきます。
そして、現在はエンドポリオ募金活動を中心に

ーチがありましたので、要約してご紹介します。

が、改めてそれを認識させられ、かなり気が重く

やっているが、これだけではないので、例えばオ

・増強や出席率向上のため、例会を月 2 回にし

なりました。期待される役割の中に「目配り、気

リンピックや SNS を活用して、活動を広げては

した。開会式は脇ガバナーの点鐘と挨拶の後、

たが効果がなく、返って奉仕活動やイベント

配り、おせっかい」とあり、そこだけは実践して

どうかとのことでした。
。

杉岡ガバナーエレクトより、次年度 RI テーマ

が多い方がクラブが活性化して楽しくなる。

いきたいと思います。

○会員増強部門－大井次年度委員長

日大駅前の「日大キャンパス」にて開催されま

と 9 つの地区方針（詳細は略にて）について発

・会員数 36 名のクラブで、女性会員は 0 名で

次に、今年度地区幹事の脇吉昭リーダーから具

当地区の増強目標は、女性会員と 40 才以下の

表と報告があり、開会式終了後、14;20～は各

すが、女性会員の入会は推進せず、男性会員

体的な事務手続きについての解説があり、「My

会員を中心に増強しましょうとなっていますが、

分科会となりました。

だけで運営していくという考えのようです。

Rotary、ロータリークラブ・セントラル」の利用

会員維持も大変に重要であり、増強は会員を単に

お
「第 10 回会長幹事会の報告（４月９日」
まず地区会員増強・維持委員会の川合委員より
「退会防止について」のお話があり、年度末にな

したが、時の移る速さにビックリするばかりです。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①「2019 年規定審議会報告会」開催のお知らせ

ると、どうしても退会者が増えてしまう傾向にあ

4 月 14～18 日までアメリカ・シカゴで規定審議

ります。ぜひ各クラブで工夫をこらし、退会防止

会が開催され、代議員として相澤パストガバナ

に努めて頂きたいとのお話でした。特に、退会の

ーが出席されます。採否の結果は RI の Website

デメリットとメリットについて、またクラブの魅

にも掲載されますが、内容が次年度から関わっ

力を再発見できるよう、熱意を持って行って頂き

てきますので、その結果を正しく各クラブにお

たいとの事でした。

伝えしたく、ご出席をお願い致します。

①2019～20 年度地区補助金申請一覧」の件

日時：6 月 15 日（土）14:30～16:30

25 件の申請があり、第 5 グループからは 7 ク
楽しませてくれた桜も、すっかり葉桜になりま

例会プログラム

場所：藤沢商工会館

出席依頼者：次年度会

ラブより申請がありました。

長・幹事、クラブ研修リーダー

・横溝

志華会員

2011 年 4 月 5 日

②「マイロータリー・アカウント登録数」の件

返信締切：6 月 3 日

・阪西

貴子会員

2015 年４月２１日

・横江

利夫会員

2017 年４月１１日

・中村

勝彦会員

2018 年４月 ３日

・河野

崇会員

2018 年 4 月 3 日

5 月には「令和」の時代を迎え、新しい歴史を

第 5 グループは平均 43.26％で、平均以上の登

刻んで参ります。改めまして 4 月 16 日の「第 2000

録数を確保。100％登録の相模原橋本 RC もあり、

回記念例会」に出席された皆様、お疲れ様でした。

年度末までに登録数の向上と登録者の増加に努め

２．相模原ＲＣより、例会場変更のお知らせ
７月１日より

新例会場「敦煌」にて

お蔭様で、大変盛況に例会を行う事ができました。 るという事で確認。尚、4 月 27 日に「ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ・
ありがとうございました。また 4 月 21 日の「地

ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙｾﾐﾅｰ」が開催され、内容は登録率の向

※情報集会の出欠表を回覧しております。５月１５日

区研修・協議会」にご出席の皆様お疲れ様でした。

上と運営方法」「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｾﾝﾄﾗﾙ」について。

（水）または２２日（水）のどちらかご都合の良い日程

後程、報告宜しくお願いいたします。

日時：15～17 時

本日 4 月 23 日は、「国際マルコーニ・デー」だ

場所：第一相澤ビル

③「2019 年規定審議会報告会」の件

に、ご参加をお願い致します。

例会記録

両日とも１８：３０～「散歩道」（淵野辺駅近く）にて。

点

鐘

１２時３０分

会費：７，０００円

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

司

会

諸隈 武

斉

唱

ロータリーソング

そうです。1885（明 18）年のこの日、グリエルモ・

4 月 14～18 日、アメリカ・シカゴで 2019 年規

マルコーニ氏が自宅の窓から、モールス信号で

定審議会が開催され、当地区から代表議員として

2.4 ㎞の無線通信に成功し、これが世界で初めて

相澤パストガバナーが出席。ここで異議申し立て

の無線通信だった事から制定されました。

の期間があり、その結果を正しくクラブへ伝える

４月３０日祝日休会

ために開催されます。

５月

翌年アメリカに渡り、大西洋横断 3600 ㎞の通
信に成功し、1909（明 42）年にはその功績が認め

日時：6 月 15 日、14 時 30 分～16 時 30 分

られ、ノーベル物理学賞を受賞しております。

場所：ミナパーク 6 階

また「地ビールの日」でもあり、日本地ビール
協会を中心とする「地ビールの日選考委員会」が

例会プログラム

「それでこそロータリー」

７日例会取止め
１４日卓話

副ＳＡＡ

小崎

ソングリーダー 河野 崇会員
直利会員

ビジター

中村

昌治君（相グリーンＲＣ）

定例理事役員会

④「相模原東 RC 若葉祭り出店」の件

２１日卓話

大塚

正浩会員

5 月 11～12 日に開催の「市民若葉祭り」に、例

出席報告
会

員

出席（出席対象 31 名）

事前メイク者
４名

1999 年に制定しております。1516（永正 13）年

年と同じく出店が決定し、PR がありました。

３８名

２５名

に、バイエルン国王ウィルヘルム 4 世が発布した

⑤「名車ｿﾑﾘｴ・ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」の件

「ビール純粋令」により、水、ホップ、大麦の麦

5 月 19 日（日）に相模湖プレジャーフォレスト

欠席者

本日の出席率

芽、酵母だけがビール醸造に使用できるようにな

にて、11～16 時の予定で開催。相模原大野 RC よ

りました。この事が「ビールとは何か？」を明確

り、クラッシックカー約 20 台が集まるとの PR が

に定義したものだった事を受けて、地ビールの日

あり、会場にて「エンドポリオの募金」を行う。

選考委員会により制定され、ドイツの「ビールの

結びですが、あと 4 日で 10 連休のゴールデン

日」でもあります。

ウイークが始まります。皆様にはタイトなスケジ

ちなみに、ビールの支出金額の多い都市は、1

ュールで、大変忙しい日程で活動をして参りまし

位が札幌市の 15,622 円、2 位が堺市の 14,401 円、

たので、十分リフレッッシュして下さい。連休後

3 位が仙台市の 14,323 円です。我々の相模原市は、

の 15 日と 22 日には「情報集会」を行いますので

9,334 円で 44 位でありました。

ご出席をお願い致します。

（一部要約にて）

６名

●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

●編

修正出席率(4/9)

８２．８６％

９１．８９％

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/

増やすことが目的ではなく

いしたいと考えています。

奉仕活動の実践という高い

○新会員部門－平山会員

目標に向かっていくことで

都合がつきまして、急遽

す。新会員に対しても居場

参加してきました。３つの

所の気配りをお願いしたい

義務（出席、会費納入、ロ

とのことです。

ータリーの友を読む)、ロー

また例会で週 1 回会って
終わってしまうだけではな
く、奉仕活動の見直しや若い会員のネットワーク
なども利用して下さいとのことです。
月４回の例会を 2 回にして、あと 2 回は有志に
よる形などの例会の在り方や、職業分類表も見直

タリー用語の話など勉強に
なりました。
また入会 3 年未満で退会
される方が多いということですが、3 年以上経つ
と、ロータリーが判ってくるということでした。
○研修部門（クラブ研修リーダー）

して、未充填部門を中心に勧誘する方法などの話
がありました。
○奉仕プロジェクト部門－冣住次年度委員長

櫻内委員長

（原稿を掲載にて）
この委員会は、クラブの中長期的な戦略計画を
考える委員会で、クラブ内全般に考え、実践して

今回は奉仕プロジェク

いく大変難しい委員会でありました。親睦・高潔

ト部門の中に、職業・社

性・多様性・奉仕・リーダーシップがあり、最優

会・国際の各奉仕部門が

先項目は、

１つになり、大人数が出

①クラブサポートと強化

席する分科会となってい

②人道的奉仕の重点化と増加

ました。青少年奉仕だけ

③公共イメージと認知度の向上

はインターやローター、

＜クラブ研修リーダーの役割＞

青少年交換などの部門が

・新会員の為のオリエンテーションの実施

あるため独立した形になり、これは杉岡ガバナー

・現会員の為の継続的教育の機会の提供

エレクトの考えによるとのことでした。

・全会員が指導力育成プログラムを受けれるよう

概要としては、各奉仕部門はそれぞれ独立して

にする。など

いるが、奉仕プロジェクトに繋がっているとのこ

＜まとめ＞

とでした。

＊元気なクラブをつくる

○米山記念奨学会－豊岡次年度委員長

＊楽しく活気に満ちているクラブ

当委員会の目的は奨学

＊会員が積極的に参加しているクラブ

生に日本との懸け橋にな

＊有意義なプロジェクトを実施しているクラブ

って頂くことです。その

（全員の個性や職業を生かして、実りある活動を

ために目標として 1 人 2
万円以上の寄付をお願い
するわけですが、ただ寄

実施していますか？）
＊新しいアイデアを取り入れているクラブ
例会の回数や開催時間の昼夜など

付をお願いするだけでは

私共のクラブでは情報集会が行われていますが、

なく、どのように活用さ

内容も吟味して今後も進めていけるようにしたい

れているのか、使い道なども説明していきたいと

と思います。

思います。また 10 月の米山月間には、当クラブ
早川会員には、地区米山委員としての卓話をお願

＜委員会報告＞

（概要にて掲載）

○Ｒ情報委員会－豊岡委員長
5 月 15 日（水）、22 日（水）に情報集会を開催
します。両日とも 18:30～「散歩道」
（淵野辺駅近

●大井

達会員

①４月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。
②季節がひと月位、先走っているようで、上着が暑く
て困ります。

く）にて。どちらかご都合のつく日程に参加をお

③先週の地区研修の報告をさせて頂きます。

願い致します。テーマは「次年度に向けて」です。

●川合

○姉妹クラブ委員会－冣住委員長

貞義会員

２０００回例会が盛大に行われ、設営準備ご苦労様

前年度に預かったシューズの在庫や、今年、光

でした。その際、チャーターに対するお祝をありが

明学園より預かったシューズですが、フィリピン

とうございました。いろいろと気を遣って頂き、恐縮

より、現地へ持参する目途がついたとの連絡があ

です。今後とも、宜しくご指導下さい。

ましたので、6 月 20（木）～22（土）の 2 泊 3 日

●藤原 利夫会員、竹田 繁会員

の日程で訪問予定です。参加人数が多いと、シュ

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

ーズもたくさん持参できますので、ご参加できる

②地区協議会の報告、よろしくお願いします。

方がいましたら、私までご連絡下さい。宜しくお

●小野

願い致します。

①２０００回記念例会いろいろとお世話になりました。

孝会員

②４月入会記念日の皆さん、おめでとうございます。
●冣住

悦子会員

①２０００回記念例会、お疲れ様でした。
●中村

昌治君（相模原グリーンＲＣ）

②４月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

本日メイクで伺いました。４月２９日から５月５日まで、

③地区協の報告、よろしくお願いします。

相模川で鯉のぼりと共にお待ちしております。

●豊岡

●早川会長、佐々木幹事
①グリーン RC の中村様、ようこそいらっしゃいました。

淳会員

①先日の地区研修協議会に出席の皆さん、お疲れ
様でした。報告よろしくお願いします。

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます！

②４月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

③地区研修協議会にご出席された皆様、お疲れ様

●阿部

でした。ご報告を宜しくお願い致します！
●横溝

志華会員

①２１日の地区研修協議会に出席の皆様、お疲れ様
でした。

毅会員

①地区協報告の皆様、本日はご苦労様です。新年
度に向けて頑張って下さい。
②入会記念日の皆様、おめでとうございます。
●伊倉

正光会員

②入会記念日祝をして頂き、有難うございます。

①地区研修協議会の報告、お願い致します。

●阪西

②入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。

貴子会員

①本日は入会記念日お祝を戴き有難うございます。

●田後

隆二会員

②地区研修協議会の報告、宜しくお願い致します。

日曜日の地区研修・協議会、おつかれ様でした。

●河野

いよいよ次年度が始まりましたね。

崇会員

入会記念日祝を戴きまして、ありがとうございます。

●黛

早いもので、1 年が経ちました。引き続き、宜しくお

①４月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

願い致します。

②もうすぐ１０連休！ ユウウツです。

●藤本

恵介会員

２０００回例会、お疲れ様でした。とても楽しかった
ようですね。参加できず、残念です。

裕治会員

③本日、少し早めに失礼致します。
本日のスマイル額

２６，０００円

今年度の累計額

８２１，６００円

