
第 2009 回例会 

７月２日 №１ 

●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 

令和元年に、歴史と伝統ある相模原中ロータ

リークラブの 43 代目会長という大役を務めさ

せて頂き、身に余る光栄と存じますが、それと

当時に身の引き締まる思いで、責任の重さを感

じております。 

今年度、マーク・ダニエル・マローニー国際

ロータリー会長は、より力強いロータリーを築

くためのビジョンを発表し、地域社会とのつな

がりを広げる「ロータリーは世界をつなぐ」と

いうテーマを掲げられました。また第 2780 地

区、杉岡芳樹ガバナーは「1 クラブ 1 奉仕プロ

ジェクト」のスローガンを掲げられました。 

私達ロータリーアンは、地域社会とのつなが

りを基盤として、さまざまな奉仕活動を通じて、 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

横溝 志華      ） 

地域社会におけるロータリーの存在感を高め、 

より一層信頼される団体に発展させ、戦略の一 

貫として、クラブの活性化と会員増強に繋がっ 

ていくと理解しています。 

今年度、相模原中ＲＣでは地域社会に奉仕活 

動を実践し、奉仕活動を通じて会員の親睦を深 

め、楽しく充実した１年間にしたいと思います。 

それでは、年間活動方針と目標を発表させて 

頂きます。 

①会員増強―年初 37 名からのスタートです。 

40 名を目標に増強だけでなく、退会防止にも 

努力します。新会員勉強会の実施など。 

②クラブ運営―通常例会及び夜間例会、合同例 

会や移動例会、ホノルル国際大会など。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

    ③社会奉仕－少年野球支援、地区補助金プロジェ 

クト（卓球教室）、セラピー犬活動、光明学園

インターアクト支援、泳げ鯉のぼり相模川への

協賛など。 

④国際奉仕―空飛ぶシューズプロジェクトの継

続など。 

⑤親睦活動－同好会活動など。 

一年間微力ではございますが、皆様にご指導・

ご鞭撻を頂き、楽しいクラブ運営に全力を尽くし

てまいりますので、宜しくお願い致します。 

（一部、要約にて掲載） 

 

 

幹事            田後 隆二 

今年度、当クラブの幹事を務めさせていただき

ます田後隆二です。横溝会長を支え、１年間精一

杯頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願

い致します。 

私は 2011 年 7 月入会ですので、会員歴は満 8

年、今月から 9年目に入ります。少し態度が大き

いので、古株に見えるかもしれませんが、まだま

だ新人の部類で、分からないことだらけです。ど

うか温かい目で見守って頂ければと思います。 

そんな、まだまだの私ですが、2017－18 年度に

は地区副幹事を経験させていただき、ロータリー

での視野が一気に広がりました。今年度も地区ロ

ータリー財団補助金委員会の副委員長を務める

こととなりましたが、委員会が毎月第 2火曜日に

決まったとのことで、ちょうど第 5グループの会

長・幹事会と重なり、地区の方にはほとんど出席

できないことを心苦しく思っております。 

本業の方では、今年 5 月 23 日に神奈川県行政

書士会の会長に復帰しました。10 年前に初当選し、

その後 3期 6年間務めたのち、全国の行政書士で

組織する成年後見団体の神奈川県支部長に就任。

おとなしくしていたのですが、内部抗争に巻き込

まれ、やらざるを得ない状況に至りました。 

クラブ幹事、地区委員、本業の会長職など少し

やり過ぎの感もありますが、当クラブ皆様になる

べくご迷惑がかからないよう努めてまいります。 

さて当クラブの今年度基本方針については、横

溝会長からお話しがあった通りですが、月に１度 

 

 

 

のアルコール無しの夜間例会、オリエンテーショ 

ン、新たな奉仕活動と、かなり意欲的です。 

これらを会長の思い通りに実現するためには、 

会員皆様のご理解とご協力が欠かせません。中途 

半端な結果とならないよう、幹事として気配り、 

目配り、連絡係りに徹したいと思います。少しう 

っとうしいかもしれませんが、ご容赦頂ければと 

思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ○フィリピン・マカティ訪問  冣住委員長 

     ６月２０日(木)順調にマニラ到着しました。マカティ

ポブラシオン RC のモレナさん宅でシューズの授与式

を行い、シューズは姉妹クラブであるパラワン島の３ク

ラブに送られるそうです。  

６月２１日（金）ロータリーハウス視察。ロータリーハ

ウスは地区のクラブが共同して貧困地域に住む人々

の家を建てて移住を促す事業だそうです。小学校の

視察では、1 カ所目は日本で小中学生、幼稚園生も

通うマカティの大きな公立学校です。2 カ所目はやや

小さい公立小学校です。フィリピンでは子供が増えて、

学校を新設しても追いつかず、この学校では午前と

午後の 2 部制になっています。更に幼児期に十分栄

養が取れなくて、勉強の遅れている生徒へ先生方が

自主的に補習を行うプログラムがあり、ポブラシオン

RC は次年度このプログラムに対する奉仕事業を行う

予定だそうです。この事業に対し、当クラブから 2 万

円の寄付をしました（シューズ輸送代から）。 

フィリピンは現在、とにかく人口が増えて若い人や

子供が多いというのを実感しました。まだマカティは

市の予算があり、教科書や制服が支給されると説明

するのを聞いて、前回シューズを寄贈した地方のイン

ファンタは、ほぼ慈善団体で運営され、文房具等も↗ 

 

    ○タイ山岳小学校訪問     阿部委員長 

     6/21（土）に、タイ米山学友会の３名と共に、バンコ

クの西方１５０㎞、ミャンマー国境近くのバーンターナ

カムスクール（生徒数 440 名、うち幼稚園児 150 名、

山岳民族カレン族が約半数）に、相模原市内の小学

校・幼稚園から頂いた 250 足と食料品を届けました。 

校長から「生活困窮者が多数で家庭が貧しく、山

道を素足で歩いてくる生徒も多く、食事も朝・昼を学

校で補給しているが、国の予算で充分賄えないのが

現状で外部の寄付で繋いでいる」との訴えをされた。 

「今回のシューズと食糧支援は有り難く、感謝を述

べたい」との事で、オープン講堂に 6 年生と幼稚園児

を集めて下さり、持参したシューズとタイ米山学友会

の協力で準備した食料品の贈呈式を行い、園児を中

心にシューズをプレゼント。子供たちの喜ぶ顔と純粋

な眼差し、6 年生全員による元気一杯の「感謝の歌」

を記憶に留め、遠くまで来た甲斐があった満足感を

胸に、バンコクまでの長い道のりを戻って来ました。 

（紙面上、要約にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足していると言っていたのが思い出されます。尚、 

シューズは 25 日に無事パラワン島に届けられたとの 

報告がありました。     （紙面上、要約にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

  例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区インターアクト委員会・アクターズミーテ

ィングのご案内 

 提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

     日時：7月 20 日（土）13:00～委員会 14:00 

～17:00 ミーティング 場所：アイクロス湘南 

（辻堂駅北口） 登録締切：7月 15 日  

２．米山梅吉記念館より、創立５０周年記念式典

開催のご案内（詳細は回覧にて） 

     日時：9 月 14 日（土）14 時～開式 15 時～記

念講演 18 時～祝賀会 場所：東レ総合研修セ

ンター及び米山梅吉記念館（三島市）定員 600

名 登録料 10,000 円 登録締切：7月 31 日 

 

※奉仕事業「相模原市少年野球 開会式・閉会式」

の出欠表（会員有志による）を回覧しておりますの

で、ご記入をお願い致します。（ご参加の場合は、

メイク扱いとなります） 

        開会式：７月１３日（土）８：５０集合（９時～開会式）

「ひばり球場」（淵野辺公園内） 

       閉会式：７月１５日（祝）１４：００頃～（決勝戦が終了

次第により、若干時間は前後します） 

 

例会プログラム 

    ７月 ９日クラブ協議会「今後の活動に向けて」 

担当；会長、各委員長 

      １６日「会員増強セミナーの報告」 

         担当：大井会員増強委員長 

      ２３日夜間例会 １８：３０点鐘「市民会館」 

         イニシェイションスピーチ 

          担当：大槻会員    

      ３０日例会取止め（定款第６条１節により） 

 

 

●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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・大塚 正浩会員 ７月２０日 

・小野  孝会員 ７月３０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  瀬戸 裕昭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 横江 利夫会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、山之内 洋 

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 30 名） 事前メイク者 
３７名 ２９名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/18) 
３名 ９０．９１％ ９１．４３％ 



 

 

     

 

早川前会長は「今日は 

何の日」をテーマにされ 

ていましたが、私は本日 

より「季節のお花」を紹 

介させて頂きます。  

この時期の季節のお花 

    というと“紫陽花”です。 

 原産地は日本ですが、その後ヨッローパで品種

改良されて、18 世紀に「西洋アジサイ」と呼ばれ、

日本に戻って来ました。 

近年、母の日にカーネーションの代わりにアジ

サイを贈る人も多くなりましたが、もし贈られる

時は、どんな色がよろしいですか？ 

参考のため調べてみました。「青」は辛抱強い

愛情で、梅雨の時期に長い雨にも耐え忍ぶ美しい

イメージです。ピンクは元気な女性で、白は寛容

です。因みに、日本の原種のガクアジサイは青で

すが、中心は細かい花で、 

周りは大きめな花びらで 

す。意味は謙虚で、日本 

人らしいですね。 

次に、6 月 15 日開催の「2019 年度規定審議会

報告会」に参加し、その報告させて頂きます。先

月 6月 18 日の会長幹事会でも同じ内容でした。 

規定審議会は 2019 年 4 月 14 日～18 日、アメリ

カのシカゴで開催され、当地区から相澤パストガ

バナーが参加されました。3 年に 1 回の開催です

ので、また今年度の地区大会で新たに代表委員が

選任されます。 

今回の制定案について、奉仕部門は大きな改正

は特にありません。17 件の内、6件が日本からの

提案でしたが、全て否決されました。 

例会と出席の部門では、「欠席のメイクに関す

る規定を改正する件」で、これまで定例会の前後

14 日の規定を、ロータリー同年度以内に変更する

件が採択されました。よって、当地区の杉岡ガバ

ナーは今後、出席率をガバナー月信に掲載しない

と考えているとのことでした。 

 

 

 

会員部門では、「公職に就いている人と RI 職員 

に関する規定を削除する」件が採択され、例えば、 

議員の職業で入会できることになります。 

国際ロータリー部門では「事務総長の呼称を最 

高執行責任者から、最高経営責任者に変更する」 

件が採択されました。    （一部要約にて掲載） 

＜理事会報告＞ 

①大塚正浩会員より、出席免除（休会）の申請。 

  事由：イベント事業の理事として、協賛金集めや、 

  活動に注力。２０１９．７月～２０２０．３月末の予定。 

  定款第１２条３節により、出席免除を承認。 

②相模原市少年野球ジュニア大会 協賛金の件。 

  青少年奉仕予算より、１０万円を承認。 

③光明学園インターアクト支援金の件 

 前年度の収支決算により、７０，３２２円残金あり。 

  年間１２万円の支援金予算により、差額として５万 

  円の支援金を青少年奉仕予算より承認。 

④神奈川経済新聞より、協賛広告依頼の件。 

  夏季・新年号（年２回）、３万円（税別）×２回分 

  検討の上、協賛はお断りする。 

⑤８月７日千曲川 RC 合同例会（移動例会の予定） 

  経費の件。 

中型バスチャーター代   １１８，８００円 

  高速・有料道路代（概算）  ２０，０００円 

  会費（千曲川ＲＣへ）20 名として、６０，０００円 

  スマイル（千曲川ＲＣへ）      ２０，０００円 

  車内飲食代（飲物、つまみなど）  ６，０００円 

  雑費（手土産、運転手食事代）   ６，０００円 

                   計 ２３３，０００円 

 ※会員会費５，０００円として、クラブ負担は約１４万 

円を承認。 

⑥今年度の夜間例会について 

  予定：７／２３、９／２４、１１／２６、４／２８、５／２６ 

  食事：宅配弁当（お茶付き）、コーヒー、酒類は無し。 

     ※不足の場合、追加はできない。 

  例会時間 １８：３０～１９：３０（会場は準備・後片付 

  けのため、１７時～２０時で予約） 

⑦規定審議会「メイク」緩和による出席報告の件。 

  メイクは当年度以内なら可能となるが、当分の間 

は、これまで通り出席報告を実施する。 

 



 

 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①早川直前会長、佐々木直前幹事、一年お疲れ様

でした。これから一年間、どうぞ宜しくお願い

します。精一杯、頑張ります。 

②スマイル大賞、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

    ①2019～20 年度の始まりですね。一年間よろしく 

     お願い致します。 

    ②年度早々に誕生日を祝って頂き、ありがとうご 

     ざいます。82 才になります。 

●川合 貞義会員 

①令和初代会長の横溝さん、田後幹事一年間よろ 

しくお願いします。 

②大塚さん、小野さん、誕生日おめでとうござい 

ます。小野さんは毎年、年を重ねているけれど、

若さはいつも同じですね。 

●早川直前会長、佐々木直前幹事 

①いよいよ新年度のスタートですね！横溝会長、 

 田後幹事、宜しくお願い致します。 

②本日は記念品を戴きまして、ありがとうござい 

 ました。 

●黛 裕治会員 

 祝！横溝会長、田後幹事年度、今年度も楽しみ 

 です。 

●田所 毅会員 

①新年度がスタートしました。会長、幹事、役員 

の皆様、一年間宜しくお願いします。 

②会員誕生日の小野さん、大塚さん、おめでとう 

ございます。 

●老沼 秀夫会員 

横溝会長、田後幹事そして理事役員の皆さん、 

体に気をつけて頑張って下さい。 

●藤原 利夫会員 

①早川直前会長、佐々木直前幹事お疲れ様でした。 

②今年度の横溝会長、田後幹事、一年間よろしく 

 お願いします。 

③会員誕生日祝の小野会員、大塚会員、おめでと 

うございます。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①新年度最初の例会ですね。横溝会長、田後幹事、 

宜しくお願い致します。 

②お祝の皆さん、おめでとうございます。 

●㝡住 悦子会員 

いよいよ横溝年度スタートですね。横溝会長、 

田後幹事、1年間よろしくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

新年度おめでとうございます。横溝新会長、田 

後新幹事、一年間よろしくお願いします。 

●金沢 邦光会員 

①新しい一年間が始まりますね。ヨロシクお願い 

します。 

②痔の術後も順調に回復しました。 

●伊倉 正光会員 

①横溝会長、田後幹事一年間宜しくお願いします。 

②大塚会員、小野会員、誕生日祝おめでとうござ 

 ます。 

●阿部 毅会員 

①新年度のスタート、横溝会長、田後幹事、いき 

なり飛び出さないで、少し力を抜いて頑張って 

下さい。 

②会員誕生日祝の大塚会員、小野会員、おめでと 

うございます。 

●藤本 恵介会員 

①横溝会長、田後幹事一年間宜しくお願いします。 

②佐々木さんの歌、感動しました！ 

●池之上 和哉会員 

いよいよ新年度が始まりましたね。横溝会長、 

田後幹事、よろしくお願いします。 

●大井 達会員 

①横溝会長、新年度スタートです。宜しくお願い 

します。 

②小野会員、大塚会員、お誕生日おめでとうござ 

います。 

●阪西 貴子会員 

①新年度ですね！横溝会長、田後幹事、よろしく 

 お願い致します。 

②7月お祝の大塚さん、小野さん、おめでとうご 

ざいます。 


