
第 2010 回例会 

７月９日 №２ 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    横溝会長：これより、今年度最初の「クラブ協 

議会」を行いますが、時間の関係上、全ての委 

員会で方針と実施計画を発表しますと、時間が 

足りなくなるかと思いますので、なるべく簡潔 

にお願い致します。 

＜各委員会より、方針と実施計画の発表＞ 

（※詳細は委員会活動計画書をご参照） 

各委員会よりの発表、ありがとうございました。 

今年度は、会員増強と奉仕活動を中心に推進し

ていきます。年初37名のスタートになりますが、

40 名を目標に達成したいと思います。奉仕活動

は、地区補助金事業の「卓球教室」をメインに、

既に関係者で何度か打合せをしています。 

 また夜間例会も定期的に行いますので、出席

率の向上に繋がればと思います。 

 

では今年度の委員会活動計画について 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （概要にて掲載） 

＜会員からの提案・意見など＞ 

・毎年、新しい事業や運営方法に取組むことは 

良いことだと思います。クラブも活性化しま 

すし、効果的な計画になっていると思います。 

・会長や各委員長のリーダーシップに期待して 

 います。しっかりとリーダーシップを取って 

 頂き、指示して下さい。また最近、例会での 

 クラブフォーラムが少ないように感じます。 

 会員が自由な意見を出せるフォーラムがもっ 

 とあっても良いと思います。 

・個人的意見ですが、夜間例会をメインにと思 

います。当クラブも若い経営者も多くなり、 

また医師や教育関係の会員がいませんので、 

今後、出席しやすい夜間例会に向けて検討し 

て頂ければと思います。  ＜次ページに続く＞ 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

    ・年間プログラムですが、次年度はＩＭホストク 

ラブに決定していますので、来年の 5～6 月頃 

には「ＩＭについて」のクラブフォーラムを入 

れてはどうでしょうか。次年度になってからと 

考えていると、一年はあっという間に過ぎてし 

まうので、先手・先手で動いた方が良いように 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     まず訃報のお知らせですが、当クラブ元会員の

舘盛勝弘さんがご逝去されました。在籍期間は

2002 年～2012 年までです。元相模原市長の舘盛

静光氏のご長男で、元県会議員でした。葬儀日程

は、通夜式が 7月 11 日 18 時～、告別式が 7月 12

日 10 時～「梅宗寺」にて。ご冥福をお祈り申し

上げます。 

また先週から、九州地方の記録的な集中豪雨に

より大変な被害を受けたり、亡くなられた方もお

りますので、ご冥福をお祈り申し上げます。 

本日は「百合」の花を紹介させて頂きます。百

合は球根植物で、北半球で発見された植物です。

百合は 100 品種もありますが、日本に自生してい

るのは 15 品種で、花が咲く時期は 5～8月の間で、

この時期いろいろなところで百合を見かけます。 

百合の花言葉は、① 

白い百合－純粋、威 

厳 ②赤とピンク－ 

虚栄心 ③黄色－陽 

気 ④オレンジ－華 

麗、⑤黒色－呪い 

 

 

 

 私は黒色の百合を見たことはありませんが、お 

花を贈る時は気をつけないといけないと思います。 

 今年度は、ロータリー国際大会がホノルルで開 

催されます。最近、国際大会の話題がよく出ます 

が、アジアで初めての国際大会は、1961 年に「東 

京」で開催されました。58 年前で、海外から 70 

ヵ国、7,400 人が参加され、その成功により日本 

のロータリーは世界の中で地位を高めました。 

国際大会が東京での開催を決めた時、東京羽田 

RC が 1959 年に設立され、現在も活躍されていま 

す。場所は羽田空港第一ターミナル 6階で、昼間 

の例会では富士山が見えます。月 1回夜間例会が 

あり、夜の例会はジェットと誘導灯火で夜景を楽 

しめます。メークアップに行くと、旅行気分にな 

れると思います。また、いつか国際大会が東京で 

開催されるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①川合 貞義会員   ⑦櫻内 康裕会員 

 ②丸子 勝基会員   ⑧㝡住 悦子会員 

 ③金沢 邦光会員   ⑨早川 正彦会員 

 ④藤原 利夫会員   ⑩佐々木 敏尚会員 

 ⑤阿部  毅会員   ⑪伊倉 正光会員 

 ⑥豊岡  淳会員 

 

 

 

              （概要にて） 

○米山奨学委員会        豊岡委員長   

 先週 7 日の「米山クリーンキャンペーン」に、 

当クラブから 5 名の会員（横溝・田後・㝡住・早 

川・豊岡各会員）で参加してきました。↗ 

 



 

 

     清掃場所の片瀬海岸では、さほどゴミは落ちて

いなくて、天候も良くなかったので、海の家での

バーベキューで米山奨学生や学友との懇親を深

め、また他クラブ会員の方々も参加されています

ので、こうした交流も楽しんできました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○国際奉仕委員会       㝡住委員長 

     2020 年ホノルル国 

    際大会のアンケート 

    を本日から回覧させ 

    て頂きます。 

     こちらは参加の決 

    定ではなく、日程な 

    どの希望をお聞きす 

    る資料で、大会のご 

    案内を兼ねたアンケ 

ートですので、一応、行ってみたいと思っている 

方は、お気軽に記入して頂ければと思います。 

＜ホノルル国際大会＞ 

    ２０２０年６月 

        ６日～１０日 

 

 

 

 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます！ 

②本日、クラブ協議会「今年度の活動に向けて」、 

各委員長の皆様、宜しくお願い致します。 

③妻の誕生日祝、ありがとうございます。 

（田後より） 

●黛 裕治会員 

お祝を戴き、ありがとうございます。毎年、助 

かっています！  

●佐々木 敏尚会員 

①本日、お祝の皆様おめでとうございます。 

②入会して 8年目にして、初めて皆出席を達成し 

ました。うれし  (^O^)        

●小野 孝会員 

ご夫人誕生日祝の中里さん、田後さん、黛さん 

結婚記念日祝の大塚さん、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

会員の皆様、本年度も宜しく！ 

●藤原 利夫会員 

①クラブ協議会、進行の会長、各委員長よろしく 

 お願いします。 

②ご夫人誕生日祝と結婚記念日祝の皆様、おめで 

 とうございます。 

●阿部 毅会員 

①クラブ協議会、横溝会長ほか役員の皆様、よろ 

しくお願いします。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②皆出席の皆さん、おめでとうございます。 

③クラブ協議会、宜しくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

①7月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②会長、幹事、各委員長の皆様、協議会よろしく 

 お願い致します。 

●大井 達会員 

①皆出席の皆様、おめでとうございます。 

②今月お祝の皆様、おめでとうございます。 

③今年度は増強委員長を担当致します。皆様にご 

 協力を頂き、頑張ります。宜しくお願いします。 

                                                                     

 

 

 

  例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①戦略計画について アンケートご協力のお願い 

「戦略計画」に対する各クラブの現状を把握した

く、アンケートを作成しましたので、会長・幹

事にはご協力をお願い致します。 提出期限：

７月末日 

②「米山月間」卓話についてのお願い 

 10 月は「米山月間」となり、米山奨学生や米山

学友の卓話を通じて、米山奨学会の一層のご理

解を頂きたく、各クラブの卓話派遣の予定をご

回答下さい。締切日：8月 20 日 

③上半期 人頭分担金送金の依頼 

     下記の通り、2019 年 7 月中にご送金下さい。 

・本会計（上半期分）１人当り 7,850 円 

 ・事業会計（ 〃 ） 〃  4,150 円 

    ・地区大会分担金   〃  8,000 円 

 計 12,000 円 

 

※下記３つの回覧をしております。お間違いないよう、

ご記入をお願い致します。 

①奉仕事業「相模原市少年野球 開会式・閉会式」

（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） 

 閉会式：７月１５日（祝）１４：００頃（決勝戦終了次第

により、若干時間は前後します） 

②「千曲川ＲＣとの合同例会・バーベキュー」 

（移動例会にて予定）※詳細は回覧にて 

 ８月７日（水）ＡＭ８：２０ 商工会議所前 

 ８：３０ ＪＲ相模原駅（ＵＦＪ銀行の近辺） 

※バスチャーターにて。会費：５，０００円 

③「２０２０年ホノルル国際大会アンケート」 

※詳細は回覧にて 

 

●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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＜ご夫人誕生日祝＞ 

・中里 和男ご夫人 ７月 １日 

・田後 隆二ご夫人 ７月１９日 

・黛  裕治ご夫人 ７月２６日 

＜結婚記念日祝＞ 

・大塚 正浩会員  ７月１８日 

 

例会プログラム 

７月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 大槻会員    

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   ロータリーソング「奉仕の理想」 

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 31 名） 事前メイク者 
３７名 ２８名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/27) 
５名 ８５．２９％ ９１．８９％ 


