●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 1999 回例会

千曲川ロータリークラブ

長

早川 正彦

まざまなサービスが受けられる。（接骨院、美
容院、飲食店など）
・大会などでの応援団が増える

事

月額￥1,000

S ランク・A ランク・B ランク・C ランク

・市内で自身の名が轟く

○応援団
企

光明学園相模原高等学校

佐々木 敏尚

月額￥3,000
○種目ランク（詳細未定）

業

商

店

市

民

●提唱インターアクトクラブ

幹

・☆☆（2 スター）→県規模選手権級メダリスト
・☆（1 スター）→金の卵達

国際ロータリー第 2600 地区

４月９日 №37
会

・相模原アスリート手形（仮称）にて、市内でさ

相模原アスリート応援団

株式会社

・★★★★★★★7 スター

￥500,000/月

・★★★★★★

6 スター

￥300,000/月

・★★★★★

5 スター

￥200,000/月

・★★★★

4 スター

￥100,000/月

・★★★

3 スター

￥ 50,000/月

・★★

2 スター

￥ 30,000/月

・★

1 スター

￥ 10,000/月

○応援団恩恵
相模原在住・在勤の世界を目指すアスリート

全員①さがみはら応援団パス社員分配布、応援団
ロゴ使用許可
人情報掲載

○主な支援選手
・坂井

丞選手

種目：高飛び込み

バルセロナ五輪 8 位入賞他
・井出

樹里選手

種目：トライアスロン

北京五輪 5 位入賞他
・伊佐

風椰選手

横江

また、マイナースポーツの現実的な金銭面や

○事業紹介
相模原アスリート応援団

利夫

株式会社

○所在地
〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21
さがみはら産業創造センター

Desk10

○主旨

銀メダル他

5 以上⑦選手が社内懇親会出席
➈可能な限り、選手に

ロゴマーク掲載
7 以上⑩選手による競技のｺｰﾁﾝｸﾞが受けられる

・2018 年平昌五輪

※FP ではスターの上位順にて掲載（量も変える）

斎藤

仁美

種目：ショートトラック

※金銭以外の支援者は１ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ(諸条件あり)

斎藤

慧

種目：ショートトラック

○応援団方法及び金融機関

戸塚

優斗

種目：スノーボードハーフパイプ

・毎月の自動引き落とし

・2016 年リオデジャネイロ五輪
丞

種目：高飛び込み

に世界と戦う人がいて、それを市民が応援す

中澤

吉裕

種目：車イステニス

る。そんな相模原にしたいと思った。

青山

由佳

種目：女子マラソンガイドランナー

・相模原在住、在勤である

4 以上⑥タウンニュース特集

8 以上⑪自社ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰになってもらえる

坂井

入会資格及び条件

3 以上⑤FP 自社紹介、求人情報誌写真掲載

○相模原アスリートの実績

練習環境、遠征環境の悪さに驚愕した。身近

○アスリート

③FP 求

④FP 自社紹介

6 以上⑧選手講演会開催

種目：スケートボード

ジャカルタアジア大会

②FP(ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ)配布

里士

西武信用金庫 橋本支店

●早川会長、佐々木幹事

・2014 年ソチ五輪
坂下

・金融機関

種目：ショートトラック

①本日、ご夫人誕生日祝と結婚記念日祝の皆様、

相模原のアスリートを支援し、応援する側、

・世界を目指すアスリートである

される側、共に笑顔になり、スポーツを通じ

・年間 5 回行われる催し物に 2 回以上出席できる

○選手ランク（金額は仮）

②本日、卓話の横江会員、宜しくお願いします。

て地域を元気にする。

・応援団の SNS 等に応える事ができる

・☆☆☆☆☆（5 スター）→オリンビアン・世界

③本日は妻の誕生日祝を戴き、有難うございました。

○経緯
相模原にゆかりのある、世界級アスリートの
数の多さに驚き、もっと知りたいと感じた。

・SNS で応援団を応援できる
・応援団及び応援団企業のイメージアップに協
力出来る（マスコミ・イメージキャラクター等）

オリンピック級の大会に、相模原のアスリー

○アスリート恩恵

トが多く出場している現実を知らなかった。

・月毎に支援金を受け取れる（ランク分けあり）

（五輪のみ抜粋、世界陸上など出場選手は他多数）

大会級メダリスト

月額￥100,000

・☆☆☆☆（4 スター）→世界大会出場・日本選
手権級メダリスト

月額￥50,000

・☆☆☆（3 スター）→日本選手権級出場
月額￥5,000

おめでとうございます！

（早川会長より）
●横江

利夫会員

今日は初卓話で、とても緊張しています。ご飯も喉
を通らず、ゲッソリ痩せてしまいました。頑張ります。
宜しくお願いします。
（次ページに続く）

●丸子

勝基会員

●阿部

結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございます。
４８年目の記念日、よく長い間、持ちました。最近、

毅会員

米山学友委員として出席しました。昨年は会長エレク

①横江会員、更に前向きに躍進ですね？ 期待して
おります。
②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

要になってきました。長いつきあいの中、いろいろ

③桜と選挙は終わり、気候変動の激しい季節、皆様

●大坪

体調管理を！！

征弘会員

●藤原

利夫会員、竹田

日本国内には、米山記念奨学会以外にも奨学生
を支援している団体はありますが、ほとんどは奨学金
だけの振込です。金銭面だけでは無く、ロータリー活

繁会員

動に参加して、世話クラブを決め、カウンセラーにより

①本日はお祝を戴き、ありがとうございます。

①本日、卓話の横江会員、宜しくお願いします。

日本での生活、学生生活等の相談を受ける団体は

②横江会員、卓話楽しみです。

②ご夫人誕生日祝、結婚記念日祝の方々、おめでと

非常に少なく一番の特徴と言えます。

●諸隈

武会員

あ

今回は研修を受けましたので、概要を報告致します。

少し二人の間にヒビが入ってきており、修復が必
あります。

トで出席しただけで、ほとんど解らないままでしたが、

うございます。

また毎月一回、奨学生に例会に出席頂き、奨学金

結婚記念日祝、ありがとうございます。４回目になり

●冣住

ました。

①４月お祝の皆様、おめでとうございます。

渡すのは、「ある意味、失礼では？」という議論があっ

②横江さん、卓話よろしくお願いします。

たそうですが、これは大きな間違いで、奨学生には名

・大坪 征弘ご夫人 ４月５日 ・諸隈

①お祝の皆さん、おめでとうございます。

●大井 達会員

誉な事であり、会員にとっても理解を深めるため、例

・早川 正彦ご夫人 ４月７日 ・阪西 貴子会員 ４月１５日

②ロータリーの友、池之上委員長、よろしくお願いし

①卓話の横江さん、新会社おめでとうございます。

会時に皆さんの前で、必ず渡すのだそうです。

●櫻内

康裕会員

をお渡しする意味は、過去には皆様の前で奨学金を

今年は多方面でのご活躍ですね。横江さんから元

ます。
③卓話の横江会員楽しみです。宜しくお願いします。
●永保

悦子会員

固紀会員

●金沢

の奉仕事業として発展し、他地区合同活動の手続き

②お祝の皆様、おめでとうございます。

も完了。国内奨学金では最大事業となり、２０１８年度

武会員 ４月 ４日

・丸子 勝基会員 ４月１６日
※委員会報告は紙面の関係上、次回の週報に掲載
致します。

は８５２名の奨学生を支援し、内訳の比率は中国、韓

邦光会員

先日、痔の手術をしました！ くしゃみをすると、
コーモンに響きます。

＜結婚記念日祝＞

昨年、財団設立５０周年を迎え、日本のロータリー

気をいただいて、私も頑張ります。

しばらく振りの例会出席です。

＜ご夫人誕生日祝＞

本日４月９日は「大仏の日」

国の学生が多かったのですが、ベトナムが急増して

例会報告

いる現状があります。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
ありません

また、我々ロータリアンの寄付により運営されており、

●田後 隆二会員

で、７５２年（天平勝宝４）に、

単純に寄付金が多ければ奨学生が増える仕組みで、

例会記録

①４月お祝の皆様、おめでとうございます。

奈良東大寺の大仏開眼供養

大学生には月１０万円、院生には１４万円が支給され、

点

鐘

１２時３０分

②横江さん、卓話おもしろそうですね。

が行われました。大仏が納め

期間は６ヶ月～２年間となります。奨学生は真摯に学

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

●中里 和男会員

られている大仏殿は、世界一

び、毎月の例会出席及びレポートの提出、年間 5 回

司

会

諸隈

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

大きな木造建造物で、７４３年

の学友会事業への出席やカウンセラーのレポートも 2

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

②横江さんの卓話、楽しみです。

（天平１５）に聖武天皇の詔に

回求められ、満たさない場合は奨学金停止もありうる

ソングリーダー 河野 崇会員

●大塚

より造営を開始し、１０年の歳

厳しい面もあります。採用等も独自により、全てが日

出席報告

月をかけ完成しました。座高

本のロータリーにより運営されているのが概要です。

正浩会員

①ご夫人誕生日お祝、結婚記念日お祝の皆様、
おめでとうございます。

18ｍ、顔は 5ｍの大きさで現在、国宝となっています。

②横江さん、新会社のお話、楽しみです。私もそろそ
ろ、冷やし中華でも始めようと思います♪
●小野

孝会員

①ご夫人誕生日祝の大坪さん、早川さん、また結婚
記念日祝の諸隈さん、阪西さん、丸子さん、おめで
とうございます。

また「反核燃の日」でもあり、１９８５（昭６０）年に、当

回が第 2000 回記念例会となり、第５グループの仲間

時の北村青森県知事が核燃料サイクル施設（六ヶ所

を含め総勢７０名位となります。「親睦に始まり、親睦

再処理工場）の推進を表明し、議会の承認を得たとし

に終わる」楽しい会としたいと思います。（一部、要約）

し、青森県労働組合により制定されました。

●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

毎年４月９日頃には、「反核デモ」や抗議の声を上
げる運動が展開されています。また「四(ｼ) 九(ｸ)」で

●横溝

「しっくい」の語呂合わせで、「左官の日」として、日本

裕昭会員

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。
②ロータリーの友の紹介、ありがとうございます。
③横江さん、卓話を楽しみにしています。

員

副ＳＡＡ

出席（出席対象 31 名）

事前メイク者

３８名

３０名

２名

欠席者

本日の出席率

５名

修正出席率(3/25)

８６．４９％

９７．０６％

て、以後、核燃料施設の建設が進められた事に反対

②卓話の横江さん、楽しみにしています。
志華会員、瀬戸

結びですが、今回が第 1999 回例会で、いよいよ次

会

武

左官業組合連合会により制定されています。
さて、先日 7 日に「米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・歓迎
会」に、会長としてではなく、次年度の地区米山奨学・
（裏ページに続く）

TEL 042-758-5750

●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/

