
第 2019 回例会 

９月 24 日 №11 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○櫻内ロータリー情報委員長より 

今年度は会長方針により、夜間例会の内、４

回分は卓話の時間を利用して、「オリエンテー

ション」という形になっています。新会員を始

め、会員皆様に情報発信をするのが良いのでは

ないかということで、これまで教わったロータ

リーについて復習しながら、皆さんで勉強して

いきたいと思います。 

      ではオリエンテーションに入る前に「情報集

会」についてご連絡します。今年度は２グルー

プから３グループに変更して行います。２グル

ープですと会員数が多くなるため、13～15 名程

度の人数で、3 回実施予定です。①10/8（火）、 

②10/16（水）、③10/18（金）、時間は全て 18:30

～で、ご都合の良い日程に記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （概要にて掲載） 

 人数の調整は、ロータリー情報委員会にてさ 

せて頂きます。場所は第 1 回 10/8 日は「敦煌」 

を予定しています。第 2 回、第 3 回については 

後日、お知らせ致します。 

 では横溝会長より、お手元に配りました当地 

区の「組織表」について説明して頂きます。 

○横溝会長より 

本日は今年度取り入れたオリエンテーション 

の第 1 回目ですので、簡単にロータリーの歴史 

をお話させて頂きます。 

国際ロータリーは 1905 年（明治 38 年）に、 

アメリカのシカコで誕生しました。最初のクラ 

ブは各メンバーたちが例会場所を提供し合った 

ことから、ロータリー（回転、歯車）の名前が 

付き、メンバーはロータリアンと言います。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

     ロータリーは、国際社会奉仕団体です。2019

年 7 月の国際ロータリー公式発表では、全世界

200 以上の国と地域に広がり、35,893 のクラブが

あり、1,196,211 人のロータリアンがいます。 

日本ロータリーは、1920 年（大正 9 年）に、

当時の三井銀行重役であった米山梅吉などが国

際ロータリーから、855 番目に認証を受けて創立

しました。2019 年 6 月現在で、日本には 2,254 

クラブ、会員数は 87,544 人です。また日本は 34

地区あって、当地区は第 2780 地区に 9 グルーブ

あり、相模原市は第 5 グループになります。 

本日は皆様に、国際ロータリー第 2780 地区の 

2019～2020 年度組織図を配らせて頂きました。 

 ガバナーを始めとして、地区委員会が多数あり 

ます。初めて聞く委員会や知らない委員会も多く 

あるかと思います。 

     また、当クラブにも地区委員会に出向している 

  会員がいますが、各委員会によって活動内容が違 

  いますので、いくつか委員長に委員会がどんな活 

  動しているのかを話して頂き、会員皆様にも活動 

内容について質問して頂ければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （概要にて掲載） 

    ○公共イメージ委員会          藤本委員長 

 今年度は、また地区セミナーもないので、具体

的な活動はしていませんが、前年度の地区協議会

では、親睦や奉仕活動にまたがる内容でのＰＲと

いうことでした。よって今年度は外に向けての活

動を中心にと思っており、来月の「卓球教室」で

は増強に向けてもＰＲを実施予定です。 

 

 

 

○会員増強委員会              大井委員長 

前年度から候補者リストを引き継いでいますが、 

入会候補者だけではなく、推薦したい方がいれば、 

長いスパンで声掛けしていきたいと思いますので、 

情報を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、今の季節のお花「ヒガンバナ」を紹介 

させて頂きます。彼岸花の原産地は、中国です。 

日本では北海道から沖縄まで何処でも見られます 

が、有毒性植物 

です。よく水田 

の周りなどで見 

かけますが、ネ 

ズミやモグラ、 

虫などは彼岸花 

の毒を嫌がって近くに来ないようです。人間にと 

っても同じで、間違って食用したら、酷い場合は 

死に至る事もあり、ですから彼岸花と言う名前が 

ついた説もあります。花言葉は情熱、独立です。 

＜9 月 17 日会長幹事会の報告＞ 

当日は杉岡ガバナー、久保田ガバナーエレクト、 

佐藤公共イメージ委員長、瀧澤担当研修委員が出 

席して頂きました。 

①地区大会のお手伝いの確認：各クラブから 4 名 

 の要請。当クラブからは河野会員、横江会員、 

 中村会員、平山会員の 4 名に当日お手伝いして 

頂きます。また 10 月 10 日は、河野会員にリハ 

ーサルへの出席を依頼。宜しくお願い致します。 

②ガバナー公式訪問：9 月 24 日の時点で、4 クラ 

ラブが終了しましたが、まだ続きます。 

③会員増強の件 

④各寄付状況の件 

 



  

 

尚、今回の会長幹事会にガバナーとガバナーエ

レクトが参加したのは、次年度の第 5 グループに 

ついて、大事なお話がありました。第 5 グループ

を A・B の２つに分け、ガバナー補佐も 2 人にな

りますが、IM は第 5 グループとして 13 クラブ合

同で開催されます。また、当クラブは B グループ

となります。 

              （概要にて掲載） 

  ○早川地区米山委員より 

   来週 10 月 1 日にゲスト 

卓話で米山奨学生が来ます。 

卓話の中で地区委員会が作 

成していた映像が急に NG 

になってしまい、作成し直 

していますが、もし映像が 

間に合わない場合は、卓話だけで 30 分は持たな 

いと思いますので、皆様より質疑応答でよろしく 

お願い致します。 

  ○㝡住国際奉仕委員長より 

   先週の例会にマリオ氏が 

来られ、プロジェクトの提 

案書を持参されました。全 

て英文ですが、概要は小学 

校へ水道施設を作るプロジ 

ェクトで、その詳細を確認 

するため、11 月 1～3 日の日程でﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC 

を訪問予定になりました。現在、参加者は 4 名で 

すが、在庫のシューズも届ける予定ですので、行 

って頂ける方がありましたら、お願い致します。 

  ○豊岡米山奨学委員長より 

     来月 10 月は「米山月間」 

となり、例会で寄付を集め 

させて頂きますが、10 月は 

通常例会が 2 回だけですの 

で、11 月にかけてご協力を 

お願い致します。 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①マキシム君、ようこそ！ 

②ロータリー情報委員会、櫻内委員長、委員の皆 

様、オリエンテーション宜しくお願いします。 

 

 

 

●丸子 勝基会員 

ハンディと仲間に恵まれた今日のゴルフで、優 

勝してしまいました。止めようと思っていたゴ 

ルフですが、しばらく続けることにしました。 

●藤原 利夫会員 

久々の夜間例会ですね。宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

ロータリー情報委員会の皆様、本日のオリエン 

テーション、宜しくお願い致します。 

●㝡住 悦子会員 

10 月 5 日の地区補助金事業「卓球教室」、宜し 

くお願いします！ 

●櫻内 康裕会員 

①初の夜間例会、宜しくお願いします。 

②オリエンテーションですが、皆さんに指してい 

 きますので、その時は宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①9月も下旬に入りましたが、油断すると暑い日 

にやられそうです。 

②来月から増強活動を始めて行きます。ぜひご紹 

介をお願いします。 

●藤本 恵介会員 

①夜間例会も雰囲気が違って、良いですね。 

②オリエンテーション、宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

オリエンテーション担当のロータリー情報委員 

会、楽しみにしています。 

●竹田 繁会員 

①情報委員会の皆様、本日はオリエンテーション 

ご苦労様です。 

②丸子会員、優勝おめでとうございます！  

●諸隈 武会員 

 横溝会長、本日はよろしくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

 本日のオリエンテーション、ロータリー情報委 

員長の櫻内さん、よろしくお願いします。 

●黛 裕治会員 

 本日、申し訳ありませんが、早退させて頂きま 

 す。お弁当を食べて帰ります。 

本日のスマイル額 １４，０００円 

今年度の累計額 ２２３，０００円 

 

 

 

                                      

 

  例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①米山月間卓話者派遣について 

 地区委員会で検討の結果、下記にてお伺いさせ

て頂きます。 

     卓話日：10 月 1 日（火）12：30～ 米山奨学生：

朴嘉暎さん（女性、韓国） 随行の地区委員：

田島富美子さん（相模原西ＲＣ）、早川 正彦

会員（相模原中ＲＣ） 

②２０２０～２１年実施年度向け 第１回地区

補助金説明会のご案内 

     次年度、地区補助金申請予定のクラブは今回の

第１回説明会もしくは来年１月開催の第２回

説明会に必ずご出席をお願い致します。対象者

は会長エレクトと、奉仕プロジェクト委員長、

会長、幹事の内、1クラブ 2名以上となります。 

 日時：10 月 26 日（土）13 時～15 時  

場所：第一相澤ビル（藤沢駅南口） 登録締切：

10 月 18 日 

 

※地区補助金プロジェクト「卓球教室」の出欠表

を回覧しております。10 月 1日例会までに、ご

記入をお願い致します。会場の詳細は添付地図

をご参考下さい。 

 日時：10 月 5 日（土）11 時集合、16 時終了予

定（現地集合・現地解散） 

 場所：「相模原ギオンアリーナ 体育館」 

 ※昼食（お弁当）の用意あり。 

     ＊ご都合のつく時間（早退、遅刻）のご参加も

可能です（移動例会となります） 

※国際ソロプチミスト相模より、チャリティゴル

フコンペの出欠表を回覧しております。詳細は

回覧をご参考下さい。（会員有志による） 

 

 

●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 

 

 

お 

例会プログラム 

１０月 １日ゲスト卓話「米山月間にあたり」  

米山奨学生、地区米山委員 

      定例理事役員会 

   ※７日 地区大会親睦ゴルフコンペ 

    ８日→５日移動例会「卓球教室」 

      11 時集合「相模原ギオンアリーナ」 

   １５日卓話 阪西 貴子会員 

   ２２日祝日休会 

   ２９日→２０（日）移動例会「地区大会」 

       １２：３０点鐘「グリーンホール」 

 

例会記録 

点  鐘  １８時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 平山 ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽ会員 

ゲスト    マクシム君（青少年交換学生） 

 

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 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
５名 ８４．３８％ − 


