
第 2007 回例会 

６月 18 日 №45 

●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：早川会長 

皆様のご協力を得まして、種々な事業が出来

ました一年間でした。各委員長、委員の皆様お

疲れ様でした。 

会長としましては、会員増強を最重要課題と

しており、大槻会員、平山会員の入会はとても

嬉しかったです。先輩会員にアドバイスを頂き

入会式を工夫して行った事も、良かったと思い

ます。今後とも続いて行って頂ければと願いま

す。また 4名の新会員による立派なイニシェイ

ションも行って頂きました。 

このように新会員が増えておりますが、先輩

会員では判って当然という事も、新会員に向け

て、「会長の時間」ではロータリー情報をテー

マとしました。そして堅い話だけで無く、話題

となればと思い、「今日は何の日」を必ずさせ

て頂きました。 

活動に関しては、7月の「少年野球・開会式」 

から始まり、8 月は今年度最初の「夜間例会」、

9 月はクラブフォーラム「奉仕活動について」、

そして「ガバナー公式訪問」があり、大変緊張

した事が良い思い出です。10 月は「韓国・龍仁

RC 創立 40 周年式典」に出席し、手に汗をかき

ながら祝辞を行いました。また最住年度より引

き継いだ「奉仕活動・セラピー犬活動」を行い、

社会・青少年奉仕委員会の大坪委員長の綿密な

準備により、大成功でした。12 月は「年次総会」

を開催し、横溝年度の理事役員の承認がありま

した。また、当クラブの新ホームページ完成と 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           （写真は未撮影により） 

一般公開をして、小崎会員、評判も上々です。 

「年末家族例会」では、インターアクト顧問の 

金子先生の美しい歌声に魅了されました。 

年が明け「新年夜間例会」、クラブ協議会「後 

半の活動に向けて」を開催。2月は「空飛ぶシ 

ューズ」がタイ米山学友会を通じ、タイに届き 

ました。3月は米山奨学生の張さんが、麻布大 

学院を卒業され、犬をたくさん連れて、翌月に 

は中国に無事帰国されました。今後も日本と中 

国の架け橋として、ご活躍頂けると期待してい 

ます。カウンセラーの阪西会員には有難うござ 

いました。そして「3クラブ（中・東・柴胡） 

合同夜間例会」を開催し、大変賑やかで楽しい 

交流ができ、今後も続けていきたい例会です。 

4 月は第 2回「奉仕活動・セラピー犬活動」 

を実施し、子供たちの天使のような笑顔は忘れ 

ません。そして「第 2000 回記念例会」で、第 

5 グループの仲間や姉妹クラブ・千曲川 RC にも 

ご出席頂き、特別な例会を共に楽しむことがで 

きました。 

5 月は「情報集会」が 2回開催され、当初の 

「親睦」を意識した活動ができました。6月は 

フィリピン、タイへの「空飛ぶシューズ事業」 

のための訪問を予定しております 

今年度も、こうして皆様のご協力のお陰で、 

何とかゴールできそうです。私にとって非常に 

大変でしたが、素晴らしい思い出となる一年を 

過ごさせて頂きました。皆様に感謝致しまして、 

総括とさせて頂きます。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

        

（以下、一部概要にて掲載） 

○幹事：佐々木幹事 

     方針や実施計画は、活動計画書に掲載した通り 

で、皆様のご協力や事務局のサポートのお蔭で無

事に終了することができます。ただ、幹事の役目

は終わりますが、次年度会長エレクトとして今後

の事を考えると、漠然とした不安も感じておりま

すが・・。 

○ＳＡＡ：金沢委員長 

     副ＳＡＡの二人に支えられ、二人が積極的に担

当してくれました。委員会報告の際は時間を守っ

て頂き、少し我慢して頂いた面もあるかと思いま

すが、卓話時間の 30 分を確保できました。 

○会計：大井委員長 

 大部分は事務局が担当してくれました。先日の 

理事会の決算報告では当初の予算通りで、支出節

約もできて、良い内容の決算ができました。ただ

奉仕会計のスマイル収入が、少しづつ減ってきて 

いるようですので、次年度に向けて対応を検討し 

て頂ければと思います。 

○クラブ管理運営／親睦活動：伊倉委員長 

     基本的には方針と実施計画を基に、滞りなく実 

    施できました。また特に若手委員の方々に役割担 

当して頂いて、楽しくできたかと思います。 

○友好・姉妹クラブ：㝡住委員長 

 千曲川 RC との合同例会・花火大会は中止にな 

ってしまい残念でしたが、第 2000 回記念例会に 

は出席して頂きました。また韓国・龍仁 RC40 周 

年記念式典に参加しました。ご逝去された全培錫 

氏に代わって、今後は私が連絡係として担当予定 

です。台湾・台中文心 RC とは奉仕事業などを通 

じて交流を続けてきました。 

○会員増強：藤原委員長 

 年初、36 名でスタートして、2 名入会で 38 名 

になりましたが、今年度末で 1 名、中山会員が退 

会されますので、純増 1 名となりました。候補者 

リストは次年度に引継ぎたいと思います。 

○ロータリー情報：豊岡委員長 

 情報集会を 2 回実施し、テーマは主に「次年度 

に向けて」ということで楽しく行いました。 

○奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／国際・職業奉仕：阿部委員長 

国際・職業・社会・青少年の 4部門に亘る年度 

 

 

 

の活動実施に当たり、当クラブ現会員数では消化 

し切れるか、計画項目に不安感を持ってスタート 

しましたが、結果的には皆様の協力であらかたの 

達成ができ、ご協力に感謝申し上げます。 

（国際奉仕委員会） 

 台中文心 RC との友好クラブ締結後、初めての 

親善交流を 3/23（土）、両クラブ協働による社会 

奉仕活動を台中市「障害者機能訓練施設」への基 

金支援の形で、台中文心 RC から 20 名、当クラブ 

から 3名で施設訪問で実施しました。 

 韓国龍仁 RC に関しては昨年 10 月、長年に亘り 

当クラブとの窓口をして頂いた全培錫会員の逝去 

により連絡が喪失し、以後、当クラブとしても前 

向きの活動は取っておらず、双方共に様子見で推 

移しております。 

 フィリピン・マカティポブラシオン RC に関し 

ては「空飛ぶシューズ」プロジェクトの延長線で 

友好関係を継続中です。6/20 日から再度のシュー 

ズを届けに 3名の会員がマカティ市へ出向きます。 

（職業奉仕委員会） 

「職業奉仕」への理解を更に深めるため、1/22 

例会にて、地区職業奉仕委員の㝡住会員に卓話を 

して頂きました。 

○社会・青少年奉仕：大坪委員長 

 実施計画は大きく４つあり、7月に少年野球ジ 

ュニア大会、地区補助金事業としてセラピー犬活 

動を 10/27 日、3/30 日、4/13 日の 3回実施して 

多くの会員皆様に参加頂きました。また 4月には 

鯉のぼりへの支援などありました。反省点として 

は委員の方々に声掛けする前に、自分一人で進め 

てしまったように思います。 

○ロータリー財団：早川会長（代理） 

 財団の達成率は 75％位となっています。当クラ 

ブでは 1人 2万円で寄付をお願いしておりますが、 

実際には現在のレートが 110 円位になりますので 

1 人 200 ドルの目標額には届いていない状況です。 

○米山記念奨学会：藤本委員長 

 7 月には米山学友会のクリーンキャンペーンに、 

会員の方々にも参加頂きました。寄付目標額 1人 

2 万円はクラブ寄付もあり達成できました。また、 

米山奨学生の張さんに毎月例会に参加して頂き、 

10 月の米山月間には卓話をお願いしました。 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜委員会報告＞  （概要にて掲載） 

    ○ロータリーの友６月号紹介 池之上委員長 
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本来ですと、先週の例会で「ロータリーの友」 

    を見て頂きながら、ご紹介したかったのですが、 

    横書 P26～27 に当地区の米山学友会の活動が掲 

載されています。「日本一活発な学友会」として 

取り上げられていたそうですが、時が経って、人 

や組織も変わって、活動が停滞し、人が集まらな 

くなっていきました。 

 そこで、地区の澤田米山奨学委員長が危機感を

募らせ、学友会の立て直しに取り組み、現在は江

の島海岸クリーンキャンペーンなどに、多くの参

加者があるそうです。掲載されている写真には、

米山奨学生の張さんや㝡住会員が載っています。      

横書 P7～「特集・クラブ広報力 印象に残る 

    ロータリーのつくり方」では、マイロータリーの 

 

 

 

「ブランドリソースセンター」にロータリーの各 

種ロゴや写真、動画画材があり、ひな型を使って 

クラブのポスターが作成できるそうです。 

 例えば、少年野球やセラピー犬活動の際に活用 

できればと思っています。 

○空飛ぶシューズ事業      阿部委員長 

 明日 19 日から私と 

藤原会員でタイの米山 

学友会にダンボール 3 

箱（約 250 足）を届け 

に行って来ます。 

 またフィリピン組は 

20 日に出発しますが、 

ダンボール 8 箱という 

ことで大変だと思いま 

す。国際奉仕委員会は今月一杯まで、活動を続け 

ています。 

＜フィリピンへ持参するシューズ仕分け作業＞ 

６月８日（土） 櫻内会員の倉庫にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

    例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度ロータリー財団セミナー／第１回補助

金管理セミナーのご案内 

 ロータリー財団への理解を深めるため、各クラ

ブより次年度会長、ロータリー財団及び奉仕プ

ロジェクト委員長のご出席をお願い致します。 

     日時：7月 13 日（土）財団セミナー12:30～14:45 

補助金管理セミナー15:00～15:50 場所：アイ

クロス湘南（辻堂駅北口）登録締切：7月 8日 

尚、補助金管理セミナーは次年度グローバル補 

助金の申請予定のクラブで、申請予定が無いク 

ラブは出席対象ではありません。 

②第 15 回ロータリー日韓親善会議のご案内（詳細 

は回覧にて） 

     下記日程で行います。ご参加をお願い致します。 

     日時：9 月 28 日（土）13:40～ミュージカル公

演 14:25～開会式 17:30～晩餐会 場所：仙

台国際センター 登録料：2万円（晩餐会含む） 

登録締切：7月 31 日 

③相模原ローターアクトクラブより、６月納会の

ご案内 

     日時：6月 29 日（土）18:00～21:00  

場所：敦煌 登録料 5,000 円 登録締切 6/22 日 

２．阿部 毅会員が６月１７日に喜寿を迎えられ

たので、内規により記念品を贈呈。 

 

例会プログラム 

    ６月２５日→２７日（木）「年度最終例会」 

        18:30～「センチュリーホテル相模大野」 

    ７月 ２日新年度第１回例会 

         「新年度のご挨拶」会長、幹事 

         定例理事役員会 

       ９日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

 

●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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・川合 貞義会員 １９７７年６月１７日 

・小野  孝会員 １９７７年６月１７日 

・老沼 秀夫会員 １９９１年６月１８日 

・藤原 利夫会員 ２００７年６月 ５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  大塚 正浩 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 

 

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 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/4) 
５名 ８５．７１％ ８５．２９％ 



 

 

    ○公共イメージ：池之上委員長 

今年度のメインは、前年度より引き継いだホー 

ムページの刷新で、小崎会員や高本会員のご協力 

もあり、素晴らしいホームページを公開すること 

ができました。また次年度に向けて、更により良 

い発展をお願い致します。 

○指名：瀬戸委員長 

     昨年 9月頃から、2～3回の打合せを行い、12 

月の年次総会で発表させて頂き、全会員より承認 

していただき、良かったと思います。 

○細則改正：早川会長 

     当クラブ細則には「休会」という項目がないた 

め、検討を行いたいと思いましたが、結果的には 

いろいろ問題もあり、議論できませんでした。 

                  

 

 

●早川会長、佐々木幹事 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます！ 

②阿部会員、喜寿おめでとうございます。 

③本日のクラブ協議会、各委員長の皆様、宜しく

お願い致します。 

●川合 貞義会員 

入会記念日祝、ありがとうございます。創立以

来、出席できたこと、当クラブ例会に楽しく皆

さんにお会いできた賜物だと感謝致します。 

もう、しばらく面倒みて下さい。 

●小野 孝会員 

入会記念日を祝って頂き、ありがとうございま

す。42 年になります。今後ともよろしくお願い

致します。 

●老沼 秀夫会員 

入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。

何年経ったか忘れましたが、会員増強頑張りま

しょう。 

●藤原 達夫会員 

①ロータリーの友紹介、池之上委員長宜しくお願 

いします。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

私も戴きました。有難うございました。 

     

 

 

●阿部 毅会員 

①年度最終の例会、クラブ協議会宜しくお願いし 

ます。 

②本日はタイムリーに喜寿を祝って頂き、ありが 

とうございます。一昨日、父の日に合わせて家 

族に祝って貰いました。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●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池之上会員、ロータリーの友紹介お願いします。 

●豊岡 淳会員 

①6月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

皆さん、大ベテランですね！ 

②早川会長、佐々木幹事、いよいよラストスパー 

トですね！ 

●永保 固紀会員 

先日、誕生日のお祝を戴きまして。 

●藤本 恵介会員 

早川会長、佐々木幹事、今年度最後の昼間の例 

会ですね！来週の最終例会宜しくお願いします。 

●瀬戸 裕昭会員、池之上 和哉会員 

①6月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②喜寿を迎えられた阿部会員、おめでとうござい 

ます。 

●伊倉 正光会員 

①入会記念日祝の会員皆様おめでとうございます。 

②クラブ協議会、よろしくお願い致します。 

●冣住 悦子会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②いよいよ今年度のまとめですね。会長、幹事、 

お疲れ様でした。 

●金沢 邦光会員 

明後日よりフィリピンに行ってきます。久し振 

りなので、向こうのクラブの皆さんに会うのが 

楽しみです。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②クラブ協議会、宜しくお願いします。 

③ロータリーの友の池之上委員長、宜しく。 

④早川会長、あと 2回ですね。横溝さん、ウフッ 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の終了を迎えます。この会場で、この卓

での「会長の時間」も今日が最後となりました。 

 本日 6 月 18 日は「海外移住の日」だそうです。

1966（昭 41）年のこの日、総理府（内閣府）が

制定し、国際海外事業団（JICA）移住事業部が実

施を開始しました。1908（明 41）年のこの日、

本格的な海外移住の第一陣、781 人を乗せた笠戸

丸が、ブラジルのサントス港に到着した事を記念

しています。以後、ブラジルの広大な土地を農地

へ変える事を目的に多くの方が移住しています。 

厳しい現実と過酷な環境のもと、奴隷同然の生

活を強いられた中、成功を収めた人々もいました。

結局、約 100 年間で 13 万人が移住し、現在でも

150 万人の日系人が住む、ブラジルは世界最大の

日系人居留地です。 

また「おにぎりの日」でもあります。石川県の

鹿西町（ろくせいまち）、現在の中能登町の竪穴式住

居跡の遺跡から、日本最古の弥生時代の「おにぎ

りの化石」が、1987 年に発見された事で、鹿西町

が「おにぎりの里」としての町興しのため、制定

されました。 

現在ではコンビニのおにぎりは、セブンイレブ

ンだけでも、15 億個も売れており、定番人気は第

1 位が「シーチキンマヨネーズ」、第 2 位が「焼さ

けハラミ」、第 3 位が「日高昆布」でした。 

また、「おにぎり」と「おむすび」の違いです

が、地域での呼び名という説では、大部分の地域

では「おにぎり」であり、関東～東海道にかけて 

 

 

 

「おむすび」と呼んでいるそうですが、東京と神 

奈川では「おにぎり」と呼ぶケースが多いのだそ 

うです。 

形からでは、神の力を授かるために、米を山型 

（神の形）にして食べたのが「おむすび」、俵型、 

丸型など、どんな形でも良いのが「おにぎり」だ 

そうですが、「日本おにぎり協会」では大きな違 

いは無いと考えているとの事でした。 

さて本日は「クラブ協議会」が行われます。総 

括や反省の弁は、その席で報告させて頂きます。 

また各委員長の皆様からは報告をして頂きますの 

で、宜しくお願い致します。 

昨年の 7 月に最住前会長の後を受け、当クラブ 

の会長の任に就きました。一年間をかけて、自分 

の年度の有り方を考え、会長の任に突入したつも 

りでした。しかし、考えれば考える程、会長の任 

の重さを感じていたのも事実でありました。 

これは当クラブの持つ伝統と、名誉ある会を代 

表する立場となることの責任と、クラブを維持し 

発展させるという重大な使命に対する責任の重さ 

のためであったと思います。 

歴代の会長がよくこの重責を全うし、クラブを 

発展させ、歴史を築いて来られた事に心から敬意 

を表します。私は毎回の例会をこなす事で、一杯 

一杯で、この責任を果たす事が出来たのかが心配 

なところですが、クラブの目標達成、移り変わる 

環境に対して管理していく役割を全うし、発展す 

るという事の重要さに、今更ですが気付かされ、 

学ばせて頂いた一年となりましたことに感謝申し 

上げます。 

心残りなのは、会員数 40 名に返り咲くことが 

出来ず、増強の難しさを痛感し、思い通りにいか 

なかったことです。 

結びになりますが、来週 27 日（木）は今年度 

最終例会となります。賑やかな楽しい会としたい 

と思いますので、多くの皆様の出席をお願いしま 

す。また、いろいろありました一年間でしたが、 

お付き合いを頂きまして、誠にありがとうござい 

ました。 


