
第 2014 回例会 

８月 20 日 №６ 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ご 挨 拶 

本日はガバナー補佐訪問にあたり、たくさん

のスマイルを戴き、有難うございます。本来で

すと、ガバナー補佐訪問は公式訪問 2 週間前な

のですが、今回は 1 週間前の訪問となりました。 

 また、当クラブからは地区へ多くの会員に出

向して頂いており、一昨年の大谷ガバナー年度

にもご協力を頂き、有難うございました。 

 引継ぎのご挨拶の時は、3 クラブ合同例会で

したので、こうして例会にお邪魔させて頂くの

は久し振りになります。では簡単に自己紹介を

させて頂きます。 

私は 1987 年 7 月 1 日に入会、1993～94 年度

にクラブ幹事、1999～2000 年度にクラブ会長

を務め、以降、地区の財団や社会奉仕を始め、 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

栗林一郎ガバナー補佐       

いろいろな委員会を経験して、2017～18 年の 

大谷ガバナー年度に地区幹事を務めました。 

 当時、当クラブの金沢さんがガバナーズクラ 

ブである第 5 グループガバナー補佐でしたので 

まとめられていくのが本当に大変だったと思い 

ます。ですが、マメに各クラブの奉仕活動にも 

出席されていましたので、私も真似て、できる 

限り参加していこうと思っております。 

 では、杉岡ガバナーの紹介はビデオレターで 

させて頂きます。（詳細は略にて） 

＜クラブ協議会＞ 

横溝会長：当クラブの奉仕活動は前半が中心で、 

少年野球の開会式・閉会式は 7 月に終了、先日 

8 月 7 日に千曲川 RC と合同例会も無事終了し、 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

 

次は 10 月 5 日の地区補助金事業「卓球教室」に

向けて進めていきます。 

田後幹事：会長を支えて、楽しく運営していきた 

いと思います。 

佐々木会長エレクト：今年度は特に役目は無いの

で、次年度に向けて準備してまいります。 

ＳＡＡ－瀬戸委員長：私は 2 度目の SAA ですが、

若手 2 人の副 SAA と共に進めていきます。 

会計－竹田副委員長：委員長と共に明朗会計に努

めていきます。 

クラブ管理運営・親睦活動－大坪委員長：ベテラ 

ンと若手会員の委員会で、若手中心にと思ってい

ますが、若手会員の欠席が多い時には、ベテラン

会員にもご協力をお願い致します。 

友好・姉妹クラブ－早川委員長：韓国と台湾は友

好クラブで、千曲川 RC は姉妹クラブです。千曲

川 RC とは先日、恒例の合同例会が終了しました。

海外のクラブ訪問は少人数になりますが、交流を

継続していきたいと思います。 

会員増強－丸子委員：最近、増強が進んでいない

ようですが、今年度 2 名を目指したいと思います。 

Ｒ情報－櫻内委員長：この委員会の役割は難しい

のですが、情報集会は年度に 2 回実施予定です。

また夜間例会では初の試みとして、ロータリーの

基本講座を年 4 回位予定しています。 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・国際奉仕－㝡住委員長：一番大き

い事業は「地区補助金プロジェクト・卓球教室」

で必ず成功したいと思います。国際奉仕活動とし

ては、ｼｭｰｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄも継続して実施することに

なりましたので、ご協力をお願い致します。 

社会奉仕・新世代奉仕－櫻内委員長：継続事業と

して少年野球、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、泳げ鯉のぼりがあり、

ここ数年のセラピー犬活動も継続実施します。 

Ｒ財団・米山－豊岡委員長：一番の役割は寄付を

募ることですが、特に新会員の方を中心に財団や

米山の趣旨を理解して頂いて、寄付をお願いした

いと思います。 

公共イメージ－藤本委員長：マイロータリーを活

用し、情報やデータを積極的に取り入れて実施し

ていきます。 

指名－黛委員長：次年度理事役員について、最適

任の方を選出していきたいと思います。 

 

 

 

細則改正－横溝会長：今回の規定審議会での改正 

で特にメイク期間については、大きな問題であり、 

定款通りとするか、それとも当クラブでは従来通 

りとするか、いろいろな意見があって、まだ協議 

ができておりません。 

横溝会長より：現在、特に増強が重要であり、会 

員数 40 名を目指して、とりあえず 2 名の入会者 

をと思っています。また 10 月 5 日地区補助金プ 

ロジェクトも成功するよう努めます。 

栗林Ｇ補佐より：当クラブは歴史もあり、継続的 

な奉仕事業も多くあります。地区補助金は 3 年前 

の財団寄付額により活用できますが、当クラブの 

財団寄付額は、前年度と前々年度は 1 人 200 ㌦を 

達成していません。またポリオ寄付は前年度０で 

すので、０は無いようお願い致します。米山寄付 

はここ 3 年間は 1 人 2 万円以上の目標を達成して 

おり、ありがとうございます。 

増強目標は 2 名ということで、最近は若手会員 

も増えていると思います。出席率は以前は年間を 

通じて 100％を誇っていたので、頑張って下さい。 

次に来週のガバナー公式訪問にあたり、ガバナ 

ーに対する質問があれば、事前にお願い致します。 

＜会員よりの意見（要約）＞ 

・個人的意見ですが、定款改正によりメイク期間 

の猶予など、ロータリーの基本が崩れてきてい 

るように思う。この改正の本来の理由は何のた 

めなのか。これに対する地区の考え方はどうな 

のでしょうか。ホームクラブだけの出席で良い 

なら、それを鮮明に打ち出すべきではないか。 

また、こうした改正でメイクについて非常に曖 

昧になってしまったと思う。RI 定款で決められ 

てしまうと、何もできないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    （概要掲載） 

    ○インターアクト報告    豊岡地区副委員長 

     8 月 10 日に逗子開成 

高校でバーベキューを開 

催しました。杉岡ガバナ 

ーや栗林ガバナー補佐に 

もご参加頂き、総勢 150 

名で楽しく行うことがで 

きました。当クラブから 

は横溝会長、㝡住奉仕ﾌﾟ 

ﾛｼﾞｪｸﾄ委員長に最後の打 

上げまでご参加頂き、ありがとうございました。 

     

 

 

 

      ２０１９年７月２７日「ひばり球場にて」 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年７月２７日（土） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      優 勝：旭フェニックス（橋本支部） 

      準優勝：サンダースＪＢＣ（光が丘支部） 

      第三位：中淵少年野球部（大野北支部） 

          サンダース（相模台支部） 

※優勝、準優勝チームは、「関東軟式野球 

秋季神奈川県大会」に出場 

 

 

 

 

○国際奉仕委員会         㝡住委員長 

 ｼｭｰｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでお世話 

になっているﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾏｶﾃ 

ｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC ですが、マ 

リオ氏が来日し、9 月 17 

日の当クラブ例会に出席さ定で 

れます。当日の夜に会員有 

志での夕食会を予定してい 

ますので、詳細はまた後日 

報告させて頂きます。 

○ゴルフ同好会           櫻内会員 

 先月も報告しましたが、 

9 月 24 日と 11 月 26 日は 

夜間例会なので、朝からゴ 

ルフコンペを行います。 

また 10 月 7 日（月）地区 

大会記念ゴルフコンペも合 

せて出欠表を回覧しており 

ますので、多くのご参加を 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「ひばり球場」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①会員増強・会員維持 卓話依頼について 

     ８月は会員増強・会員維持月間にて、地区委員会

に卓話を依頼頂ければと思います。事前にアンケ

ートもありますので、希望日程をお知らせ下さい。 

②青少年交換 来日・帰国学生オリエンテーショ

ン／解団式のご案内 

     下記にて帰国報告会と解団式を開催致しますので、

ご出席をお願い致します。 

     日時：９月７日（土）１４：００～１７：００  

場所：「アイクロス湘南」  登録締切日：８月２６日 

③地区大会ご提出書類等についてのお願い 

日程：１０月２０日（日）１２：３０～「グリーンホール」 

１８：１５～懇親会「センチュリーホテル相模大野」  

１）１０月２０日（日）本会議と懇親会の出席者のお知ら

せ下さい。締切：８月３０日 

２）長寿会員と物故会員をお知らせ下さい。長寿会員

は写真をご提出下さい。 

３）クラブ紹介時に各クラブの奉仕事業を映写します

ので、写真を１枚お送り下さい。 

４）クラブリーダーセミナー、新世代交流会の登録者

をお知らせ下さい。 

④クラブリーダーセミナーのご案内 

     参加対象者は会長、幹事、会長エレクト、クラブ研

修リーダーとなります。 

日時：１０月１９日（土）１５：３０～１６：５５ 場所：「セ

ンチュリーホテル相模大野」 ※会長・幹事はセミ

ナー終了後の「ＲＩ会長晩餐会」にご出席下さい。 

⑤地区大会・新世代交流会 

多くの皆様にご出席をお願い致します。 

日時：１０月２０日（日） ９：３０～１１：３０ 

場所：「センチュリーホテル相模大野」（昼食あり）  

  

 

●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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○会員誕生日祝 

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 

・中村 勝彦会員 ８月１５日 

・田所  毅会員 ８月１８日 

・池之上和哉会員 ８月２１日 

・伊倉 正光会員 ８月２３日 

・田後 隆二会員 ８月２６日 

・佐々木敏尚会員 ８月２７日 

・櫻内 康裕会員 ８月３０日 

○ご夫人誕生日祝 

・池之上 和哉ご夫人 ８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  河野 崇 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員 

ゲスト   栗林一郎ガバナー補佐（相模原南） 

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 28 名） 事前メイク者 
３７名 ２８名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
５名 ８４．８５％ ー 



 

 

     

 

●栗林 一郎ガバナー補佐（相模原南ＲＣ） 

 いつもお世話になります。今日はガバナー訪問

前の補佐訪問で伺いました。宜しくお願い申し 

 上げます。 

●横溝会長、田後幹事 

①栗林ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいまし

た。よろしくお願いします 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめで

とうございます。 

③誕生日祝、ありがとうございます。（田後より） 

●田所 毅会員 

①栗林ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②誕生日のお祝、ありがとうございます。 

③暑さが厳しいので、皆さん健康に気をつけましょう。 

●佐々木 敏尚会員 

①栗林ガバナー補佐、本日はお越し頂きまして、 

有難うございました！ 

②誕生日祝を戴きまして、有難うございます。 

●櫻内 康裕会員 

①本日は栗林ガバナー補佐、ようこそ。 

②誕生日祝をありがとうございます。 

●池之上 和哉会員 

    ①妻と私の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

    ②栗林ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

●川合 貞義会員 

①栗林ガバナー補佐、ご苦労様です。1 年間ですか 

ら気楽に健康に気をつけ役目を果たして下さい。 

②今日から交換学生（男子）を、我が家で 3か月 

 お預かりします。宜しく付き合って下さい。 

●黛 裕治会員 

①栗林Ｇ補佐、本日は宜しくお願い致します。 

②今月の会員誕生日とご夫人誕生日祝の皆様、 

 おめでとうございます。 

●小野 孝会員、竹田 繁会員 

①栗林ガバナー補佐、ご苦労さんです。ご指導の 

 程、よろしくお願いします。 

②残暑お見舞い申し上げます。 

③8月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

●金沢 邦光会員 

栗林ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

 ご指導宜しくお願いします。地区幹事経験者の 

 ＡＧですから、怖い者なしですね。また、町田 

 の店に連れて行って下さい（笑） 

●老沼 秀夫会員 

①栗林ガバナー補佐、宜しくご指導の程、お願い 

 します。 

②会員誕生日祝の皆さん、ご夫人誕生日祝の池之 

上さん、おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

①栗林ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。 

本日は宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝の皆様、おめで 

 とうございます。     

●冣住 悦子会員 

①栗林ガバナー補佐、ようこそ。宜しくお願いします。 

②8月の誕生日祝、奥様の誕生日祝の皆様、おめ 

 でとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①栗林ガバナー補佐、ようこそ！本日は宜しくお 

願いします。 

②会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の皆さん、おめ 

でとうございます。 

●高本 昌敏会員 

①栗林ガバナー補佐、中クラブの例会にお越し頂 

 き、ありがとうございます。 

②今日は急用のため、早退させて頂きます。 

●諸隈 武会員 

①栗林ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②夏休みは、父親が交通事故に遭い、一切休めま 

せんでした・・・。 

●平山クリフォードモーリス会員 

①栗林ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

②会員誕生日、ご夫人誕生日の皆様、おめでとう 

ございます。 

本日のスマイル額  ２８，０００円 

今年度の累計額  １１２，０００円 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもは「会長の時間」で、お花を紹介させて

頂いていますが、本日は内容が盛り沢山ですので、

割愛させて頂きます。 

先日 8 月 7 日に RI 会長御夫妻が来日して、当

地区では、鎌倉パークホテルで歓迎会が開催され

ました。当クラブは当日、姉妹クラブ・千曲川 RC

との合同例会がありましたので、金沢会員に代表

として出席して頂きました。お疲れ様でした。あ

りがとうございました。 

千曲川 RC との合同例会では、恒例のバーベキ

ューで“おもてなし”して頂きました。両クラブ

でとても良い交流が出来まして、充実した一日を

過ごしてきました。ご参加の皆様お疲れ様でした。 

8 月 9 日には、ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ懇親会（バー

ベキュー大会）がありました。当日は豊岡会員、 

最住会員、私の 3名で参加しました。 

ミーディング終了後の地区青少年委員会にも

参加させて頂きました。当クラブの豊岡会員はｲﾝ

ﾀｰｱｸﾄ副委員長ですが、委員会によって内容も雰

囲気も違って、当たり前なのですが勉強になりま

した。豊岡会員、最住会員お疲れ様でした。 

本日は「ガバナー公式訪問 1週間前にあたり」

栗林ガバナー補佐にお越し頂いております。来週 

    8 月 27 日のガバナー公式訪問に向け、とても重要

な時間です。例会後には、クラブ協議会がありま

すので、ぜひ皆様には積極的に意見交換をお願い

致します。 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

①伊倉会員より病欠による出席免除依頼の件。 

脊柱狭窄症により 8月 9日に入院・手術にて、 

9 月中頃まで休会予定。 

②次年度ＩＭ実行委員長 選任の件。 

櫻内会員にＩＭ実行委員長の依頼と承認。 

③インターアクト海外研修 参加者の件 

光明学園より生徒枠 2名に対し、2名＋ｷｬﾝｾﾙ 

待ち 1名 計 3名の参加依頼あり。 

提唱クラブ負担金（昨年度参考）１人５５，０００ 

円×３名として＝１６５，０００円 

クラブ予算は 2名分の計上により、3名参加の 

場合は、予算オーバー分の負担を承認。 

④地区補助金事業「卓球教室」について。 

10 月 8 日（火）移動例会 → 5 日（土）11 時 

現地集合「相模原総合体育館（ギオンアリーナ）」 

○予算（収入） 

  地区補助金３６２，２８０円＋クラブ供出金７５，０００ 

  円  計４３７，８８０円 

○予算（支出－概算金） 

・講師謝礼（講師１５万円＋助手３万円×３名） 

240,000 円 

・ポスター、チラシ制作費           70,000 円 

・会場費、備品、卓球台使用料       20,000 円 

・看板代（会場横断幕、立看板）     30,000 円 

・記念品（参加者 300 名として）     35,000 円 

・飲物代（参加者用 300 本）         35,000 円 

・その他（傷害保険など）            7,880 円 

  計４３７，８８０円 

※発注品の手配：ポスター、チラシ、看板、記念品等 

※昼食（会員、講師、関係者）：例会費にてクラブ負担 

※当日の式次第の作成（中ＲＣの活動ＰＲを含む） 

⑤来年６月 ハワイ国際大会による例会変更の提案。 

６/９（火）例会が国際大会期間中により、取止めと 

する（参加予定者が６～７名にて、移動例会には 

できないため） よって、６/３０（火）例会取止めを 

年度最終例会として実施する。 

⑥事務局 新パソコン購入の件 

 現在の Windows７が来年１月でサポート終了により、 

 購入承認。１５～１７万円（設定諸経費含む） 

 


