
第 2016 回例会 

９月３日 №８ 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    奉仕プロジェクト委員長 

本日は、櫻内社会・青少年奉仕委員長が欠席

のため、私の方で全体的に進めさせて頂きます。 

地区補助金事業は 10 月 5 日開催により、約 1

か月後となります。プロジェクト名は「元全日

本チャンピオンによる卓球教室開催 支援プ

ロジェクト」です。地区補助金は 3360 ドル、

日本円で 362,880 円を受給できました。 

 講師の羽佳（はねよし）純子さんですが、プ

ロフィールはお手元の資料にも要約して掲載

してあります。協力団体の「相模原市卓球協会」

も羽佳さんが来られるということで大変喜ん

でおり、卓球教室に参加対象の市内中学校では

卓球部の中学生１、2 年生が既に約 150 名集ま

っているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （概要にて掲載） 

㝡住 悦子 

 当プロジェクトの目的は、青少年の育成はも 

ちろん、一緒に会場を訪れる中学校教諭や保護 

者への訴求効果も高く、ロータリーの公共イメ 

ージアップに繋がるものと確信しております。 

予算面では、収入は地区補助金とクラブ拠出 

金で約 44 万円、支出関係は講師謝礼（講師と 

助手 3 名）、会場費、備品（卓球台）代、参加 

記念品（卓球ボール）、飲物代（参加者全員分）、 

またロータリー公共イメージのための横断幕と 

ポスターなどです。 

 当日の会員の役割分担としては、会場や用具 

の準備手伝いなどですが、生徒達が早めに来て、 

設営もしてくれるので、特に具体的にやること 

はなく、全体的に見守る程度かと思います。 

  

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

当日は移動例会となり、スケジュール（案）を 

    作成しましたが、一部未定の部分もあります。 

    １０月５日（土）「相模原総合体育館ギオンアリーナ」 

１１：００ 集合・打合せ、会場準備（手伝い）など 

１２：００頃～昼食（宅配弁当を用意） 

１３：００ 開会式（下記式次第は予定、１５分程度） 

           ・相模原中ＲＣ会長 挨拶 

           ・卓球協会会長より、講師紹介 

           ・講師ご挨拶 

           ・記念品贈呈 

          ※講師によるパフォーマンス（未定） 

      １３：２０頃～講師（及び助手）による指導開始 

      １６：００ 終了、閉会式は卓球協会にて予定（１０分） 

      １６：１０～後片付けなど（終了後、現地解散） 

 

横溝会長：今年度、当クラブにとって一番大きな

プロジェクトであり、移動例会ですので、多くの

皆様にご出席を宜しくお願い致します。 

＜会員より意見・質問＞（要約にて掲載） 

Ｑ：主催は、当クラブになるのか？ 

Ａ：主催は「相模原市卓球協会」で、当クラブは 

協賛団体となります。 

Ｑ：参加記念品の卓球ボールに名入れ（クラブ名）

はできないでしょうか？ 

Ａ：卓球ボールの正規品が結構高いので、講師の

羽佳さんが安く購入してくれることになって

います。名入れをした場合、どの位の値段にな

るのか調べてみますが、予算的に無理かもしれ

ません。 

Ｑ：メディアにも積極的に取材を呼び掛けた方が

良いのでは？ 

    Ａ：羽佳さんを通じて、中国のメディア関係は来 

られるかもしれません。当クラブからはタウン

ニュースに依頼し、市内の記者クラブへも取材

方法を問い合わせて、依頼するようにします。 

Ｑ：会場でのポリオ募金キャンペーンについて。 

Ａ：会場が公共施設のため、募金活動が可能かど 

うか確認が必要ですので、問い合わせてみます。 

Ｑ：会員は当日、上履き（シューズ）持参が必要

なのでは？ 

    Ａ：体育館コート内に会員が入ることはないかと 

     思いますが、確認致します。 

 

 

 

＜講師（羽佳純子氏）略歴＞ 

 1967 年、中国・北京市出身。 

1986～1991 年まで 5年間、中国 

代表として活躍。その間、2度世 

界選手権に出場しメダルを獲得。 

 1992 年に来日し、1999 年に帰 

化。日本選手としても、数々の大会で優勝を果た 

した。現在は羽佳卓球倶楽部を主宰し、小・中学 

生を始めとした選手育成にあたっている。 

 

＜委員会報告＞ 

○会員組織委員会         大井委員長 

 本日、皆様に候補者推薦 

の依頼書を配布させて頂き 

ました。今年度は会員増強 

の具体的な活動が、まだ出 

来ておりませんので、今月 

からスタートしたいと思い 

ます。候補者の方々にロー 

タリーの広報活動をＰＲし、仲間づくりに努めて 

いきます。（概要にて掲載） 

 

 

 

本日の花言葉は、 

「秋桜（コスモス）」 

を紹介させて頂き 

ます。秋桜の原産 

地はメキシコで標 

高が約 2400～2700 

㍍の高地に自生し 

ていて、高原には 

秋桜が多く見られ 

ます。日本でも軽 

井沢には秋桜が多いようで、花が咲く時期は 6月 

～10 月頃です。 

秋桜の花言葉ですが 

白は「優美・綺麗」、 

赤は「乙女の愛情」、ピ 

ンクは「乙女の純潔」、 

黄は「野生の美しさ」、茶色は「恋の終わり」です。 

皆様も、お花を贈る時は色も選んで下さい。 

 



  

 

また 8月 20 日のガバナー補佐訪問、27 日のガ 

バナー公式訪問は両日とも高い出席率で、ありが 

とうございました。大変お疲れ様でした。 

新年度が始まったばかりと思ったら、もう 2ヵ 

月が経ちました。ガバナー公式訪問が終わったら 

年度の半分が終わると言われましたが、来月 10 

月 5 日には地区補助金による「一日卓球教室」の 

奉仕活動があります。 

また例会後のクラブフォーラムで、最住委員長 

    から詳しく話して頂きますが、当日は卓球に興味

を持っている人、地域社会の奉仕活動に熱心な人

などに声掛けして、ぜひ来て頂いて、私達ロータ

リアンが地域社会に奉仕活動している姿を見て

頂き、今後の入会に繋げていけたらと思います。 

     皆様は、ロータリー特別月間一覧表を見たこと 

がありますか？ 8 月は「会員増強・新クラブ結 

成推進月間」で、増強は永遠のテーマです。9月 

は「基本的教育と識字率向上月間」です。当クラ

ブでは、9月 24 日夜間例会に「オリエンテーショ

ン」があり、情報委員会の櫻内委員長がきっと素

晴しい計画をして頂いていると思います。 

 

   

 

●横溝会長、田後幹事 

①クラブフォーラム、冣住奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長、

宜しくお願いします。 

②阪西さん、お誕生日おめでとうございます。 

●阪西 貴子員 

①誕生日祝、ありがとうございます。すっかり忘

れていました。 

②本日のクラブフォーラム、冣住奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委

員長、よろしくお願い致します。 

●甲斐 美利会員 

 過日は誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

●冣住 悦子会員 

①誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②本日のフォーラム、皆様宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②クラブフォーラム担当の冣住さん、ご苦労さん 

 です。よろしく。 

 

 

 

●伊倉 正光会員 

①８月に腰の手術をして、30 日に退院しました。 

久し振りの例会になります。 

②冣住会員、クラブフォーラムよろしくお願いします。 

③阪西会員、誕生日おめでとうございます。 

●平山 クリフォードモーリス会員 

①現在、事務所の引っ越し中で、身体中が痛くて 

 たまりません。 

②阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

①阪西会員、誕生日祝おめでとうございます。 

②残暑お見舞い申し上げます。 

●中里 和男会員 

①阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②冣住さん、クラブフォーラムご苦労様です。 

●池之上 和哉会員 

①阪西会員、誕生日祝おめでとうございます。 

②冣住会員、クラブフォーラム宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②クラブフォーラム、冣住委員長、宜しくお願い致し 

ます。 

今年度のスマイル累計額 １５８，０００円 

 

＜理事会報告＞ 

①山之内 洋会員より退会届の件。 

 ８月末日での退会を承認。 

②第２０１３回千曲川 RC 合同例会収支報告の件。 

 収入の部：会員会費１５名×５千円  ７５，０００円 

        例会費より         １００，０００円 

 支出の部：中型バスチャーター代  １１８，８００円 

        高速有料道路代      １６，２００円 

        千曲川ＲＣ会費（１６名分）４８，０００円 

        千曲川ＲＣへのスマイル  ２０，０００円 

        運転手心付（昼食代）    ３，０００円 

        バス車内飲食・手土産代  ８，１５８円 

 差引不足金３９，１５８円は親睦会費にて負担承認。 

③青少年交換学生受入れ クラブ負担金の件。 

７／１現在会員数３７名×２千円 計７４，０００円 

国際奉仕予算より負担を承認。 

④地区大会（１０月２０日 １０時集合）手伝いに４名 

  依頼の件。人選は会長に一任する。 

 

 

                                      

 

  例会報告 

    ①Facebook・Youtube 配信ご報告とお願い 

     ロータリー公共イメージ向上を目指して、SNS 

     を利用して、Facebook ページからライブ配信と

Youtube チャンネルからの配信を試みました。

皆様にもアクセスして頂き、「いいね」・「チャ

ンネル登録」・「シェア」等のご協力をお願い致

します。（詳細は回覧にて） 

２．相模原ＲＣより、地区大会お手伝いのお願い 

     下記にて、貴クラブ会員に地区大会当日のお手

伝いを頂きたく、お願い致します。 

     日時：10 月 20 日（日）10 時集合「グリーンホ

ール 2Ｆロビー」依頼人数：4 名 手伝内容：

グリーンホール近辺の道案内 

     ※10 月 10 日（木）10 時よりグリーンホール 

にてリハーサルを行いますので、上記手伝い 

      の責任者（1名）はご集合をお願い致します。 

３．相模原グリーンＲＣより、青少年交換学生受

入れに伴うクラブ分担金のお願い 

     今年度は相模原グリーン RC がホストクラブと 

して、GERARD Maxime 君（フランス）を受入れ 

     弥栄高校に通学しております。ついては円滑な

運営のため、13 クラブで負担のご協力をお願い

致します。7 月 1 日現在の会員数×2,000 円  

振込期限：9月 30 日 

 

例会プログラム 

９月１０日卓話 黛 裕治会員 

青少年交換学生ご挨拶 

１７日ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ（自己紹介） 

平山ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽ会員 

  ２４日夜間例会 18:30 点鐘「市民会館」 

          「オリエンテーション」 

           担当：Ｒ情報委員会 

 

●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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・阪西 貴子会員 

９月１５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  「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 池之上 和哉会員 

 

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、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 27 名） 事前メイク者 
３６名 ２７名 ４名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
２名 ９３．９４％ − 


