
第 2024 回例会 

11 月５日 №16 

●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     

      詳細は田後幹事に報告して頂きますので、私

からは簡単に感想などをお話させて頂きます。 

第 1 日目、19 日に「会長幹事会」が開催され、 

各委員長から報告があり、第二部では若林 RI

会長代理のとても素晴しい講演がありました。 

ご自身の経歴と、何十年間のロータリー生活の

お話で、若林 RI 会長代理は大阪東 RC に所属し

ています。クラブ会員数は 120 人位ですが、25

の同行会があって、例えば「ゴルフ同好会」、「帽

子を被る同好会」、「髭を伸ばす同好会」等々で、 

各同好会のイベントによって、例会時の話題も

豊かで、スマイルも増え、楽しいから辞める会

員も少なく増強にも繋げられます。良いヒント

なので、少しでも目指していければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

横溝 志華 

 また若林 RI 会長代理と当地区と姉妹地区の 

韓国・済州島の第 3662 地区からの来賓に対し、 

歓迎晩餐会が開催されました。済州 RC の女性 

会員と同席させて頂き、津久井 RC の具会員に 

通訳して頂いて、友好な雰囲気の中で楽しい交 

流ができました。済州島では女性会員の割合が 

高くて女性の入会ハードルがやや低いそうです。 

楽しい歓迎晩餐会でした。 

 

幹  事          田後 隆二 

 第 2 日目の本会議は出席された方も多く、櫻 

井よしこ氏の「記念講演」もなかなか良かった 

かと思いました。よって私からは、第 1 日目の 

内容を主に報告させて頂きます。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

    ＜第 1 日目 １０月１９日（土）＞ 

13:30～「会長・幹事会」（センチュリー相模大野） 

■2018-2019 年度 地区大会決議採択 

［第１号］国際ロータリー会長の示された本年度テー

マ推進の件 

［第２号］国際ロータリー会長代理 若林紀男氏に対

し感謝の件 

［第３号］2018～2019年度ガバナー 脇洋一郎君ご夫

妻に対し感謝の件 

［第４号］2020-23 年規定審議会の代表議員にパスト

ガバナー田中賢三君を任命の件 

［第５号］姉妹地区（3662 地区）歓迎の件 

［第６号］地区ビジョン制定の件 

地区ビジョンとして「私たちは、地域社会の変化

とニーズを的確に捉え、地域社会にインパクト

をもたらし、多様な人々との出会いとつながり

を活かして、より良い奉仕を実践するために積

極的に行動します」を制定することを決議します。 

［第７号］会員増強推進の件 

クラブが独自の奉仕事業を実施し、特に女性会員

や４０歳未満の会員の入会、ローターアクターのロ

ータリークラブヘの入会を促し、各クラブ 2 名以上

の純増を目標に設定し、その達成に努力し、地区

がそれらの推進を支援することを決議します。 

［第８号］ロータリーの「公共イメージと認知度の向上」

を推進する件 

［第９号］ロータリー財団並びに米山奨学事業に対し

理解と寄付協力の件 

ロータリーにおける財団活動及び米山奨学事業活

動の意義に鑑み、R 財団寄付一人当り２００ドル以

上、ポリオプラス一人当り４０ドル以上、恒久基金ー

クラブ当り１，０００ドル以上、ロータリー米山記念奨

学会寄付一人当り２万円以上の目標を推進し、又

本大会を記念して、それぞれに対し寄付金を贈呈

することを決議します。 

［第１０号］新世代に関するプログラム推進の件 

［第１１号］RI 国際大会参加推進の件 

当地区より１５０名以上の会員及び家族の参加推進 

を決議します。 

［第１２号］次年度地区大会開催の件 

鎌倉ＲＣをホストとして、２０２０年１０月１７日（土）・１８ 

日（日）に鎌倉芸術館、鎌倉プリンスホテルにおいて 

 

 

 

開催することを決議します。 

［第１３号］神奈川県の「誰もが一緒にスポーツできる 

環境！」に対し、寄付金贈呈の件 

［第１４号］相模原市の「文化スポーツ振興コース」に 

対し、寄付金贈呈の件 

［第１５号］国連 UNHCR 協会に対し寄付金贈呈の件 

［第１６号］ホストクラブ／コ・ホストクラブに感謝の件 

■2018-19 年度地区決算報告・監査報告・決算承認 

一般会計：（本会計）収支約４，０００万円、（事業会 

計）収支約２，０００万円、（危機管理等積立金会計） 

繰越金５，０００万円、（正味財産）約 1 億円 

特別会計：（地区大会）収支約２，０００万円、（地区 

研修・協議会）収支約７００万円、（災害時義援金） 

収支０円 

■地区委員会報告 

○地区戦略計画委員会：2019 年 7 月 1 日から新し 

  い戦略計画がスタート。４つの優先事項。 

①インパクト－より大きなインパクトをもたらす （イン 

パクトの実証） 

②広げる－参加者の基盤を広げる（つながりと機会） 

③積極的なかかわり－参加者の積極的なかかわりを 

促す（ニーズ・期待・成長） 

④適応力－適応力を高める（変化の先を行く） 

（※以下、地区委員会の報告は略にて） 

15:00～クラブリーダーセミナー 

■講演「あなたにとってロータリーとは… 」 

講師 RI 会長代理 若林紀男氏 

■新世代スピーチ 

・ロータリー財団学友 高橋法子 

・米山学友 宋 一大 

・青少年交換（ROTEX） 三橋まなみ 

17:30～RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

出席者数 約３４０名 

 

＜第２日目 １０月２０日（日）＞ 

9:30～新世代交流会（センチュリー相模大野） 

テーマ：「いのちの持ち物けんさ」、ファシリテーター 

（進行役）：国連 UNHCR 協会の中村恵氏。 

UNHCR（ユーエヌエイチシーアール）は国連難民高 

等弁務官事務所（United Nations HighCommissioner  

for Refugees）の略称で、1950 年に設立された国連 

機関の一つ。 

 



 

 

 

 

     久しぶりの例会ですが、 

報告事項が多くあるため 

お花の紹介を割愛させて 

頂きます。10 月 20 日地 

区大会に出席の皆様お疲 

れ様でした。そして当日 

    は早い時間から、お手伝 

いとして河野会員、横江 

会員、中村会員、小崎会員にはご苦労様でした。 

また 10 月に 3 グループに分け、情報集会にご

出席の皆様お疲れ様でした。櫻内情報委員長の素

晴しいリーダーシップの基に、沢山の貴重なご意

見がありました。 

 11 月はロータリー財団月間です。財団寄付金に

ついて、豊岡財団・米山委員長からお願いがござ

いますが、宜しくお願い致します。 

    ＜10 月 15 日 会長幹事会の報告＞ 

議題が沢山でしたので、要点のみ報告致します。 

①10 月米山奨学月間 寄付金の件。  

②増強報告の件。毎月 25 日に各クラブから報告 

 することになっており、9 月末までの数字です

が、第 5 グループでマイナスなのは中クラブだ

けです。 

③卓話出向時の謝礼の件。ガバナー補佐会議で統

一した方が良いとのことで、財団学友と米山学

生には１万円支給。行事や募金活動の手伝いも

交通費として１万円。地区委員会からの講師は

ビジター費無料で、スマイルのみ。但し、2 人

の場合は、2人目はビジター費が有料になる。 

④12 月 7 日「新会員の集い」の件。地区増強委員

会より、会員候補者の方も登録可能です。 

⑤11 月 15 日「公共イメージ・奉仕プロジェクト 

合同セミナー」があります。 

⑥11 月 23 日インターアクト年次大会の件。 

櫻内青少年奉仕員長も私も、フィリピン訪問の 

ため出席できません。豊岡会員が地区副委員長 

ですので、ご都合のつく方はお願い致します。 

⑦ホノルル国際大会登録料の件。12/15 日まで 450 

ドル、その以後は 550 ドルになります。検討さ 

れている方は早目に申込み下さい。 

 

 

 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

１０月２０日の地区大会にご出席頂いた皆様、あり 

がとうございました。本日、報告させて頂きます。 

●甲斐 美利会員 

  皆さん、こんにちは。久し振りです。過日は誕生日 

  を祝って頂き、ありがとうございます。後期高齢者 

  になりましたが、仲良く暮らしています。 

●丸子 勝基会員 

  今回、多摩西部コンサルト協会という経営コンサル 

  の会員になることができました。中小企業診断士の 

  皆さんと一緒に経営コンサルをやる団体です。 

  新しい世界で新しい仕事に挑戦していこうと思って 

  います。ご支援宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

  久し振りの例会、皆さん変わりありませんか。そろ 

  そろ紅葉のシーズンですね。 

●伊倉 正光会員 

  横溝会長、田後幹事、地区大会の報告、よろしく 

お願いします。 

●藤原 利夫会員 

  会長、幹事、地区大会の報告宜しくお願いします。 

●櫻内 康裕会員 

①会長、幹事、報告よろしくお願いします。 

②台風１９号の関係で、明日から被害地行ってまいり 

  ます。 

●冣住 悦子会員 

  地区大会お疲れ様でした。会長、幹事、報告よろ 

  しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①地区大会にご出席された皆様、お疲れ様でした。 

②横溝会長、田後幹事、ご報告宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①横溝会長、田後幹事、地区大会の報告宜しくお願 

いします。 

②１１月に入り、少しづつ季節が進んでいますね。 

  今朝は今秋一番の冷え込みでした。 

●池之上 和哉会員 

  横溝会長、田後幹事、地区大会の報告宜しくお願 

  いします。 

 今年度のスマイル累計額 ２８７，４００円 

 

 

                                                                                         

 

例会報告 

    ①米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内 

奨学生と学友が作った料理を味わいながら、楽

しく過ごして頂けるよう企画しております。 

日時：11 月 24 日（日）13:00～16:30 場所：

二宮町町民センター 会費 3,000 円 ※ビンゴ

景品として１人１品ご持参。11 月 8 日締切 

②台風 15・19 号による被害地義援金協力の依頼 

支援を必要とする被害地に対し、地区でまとめ

て支援することに致しました。広範囲ですので、

目安として 1 人 1,500 円以上をお願い致します。

振込期限：11 月 25 日 

③「クラブと会員のロータリーに関する意識調査

アンケート」のお願い 

日本のロータリー100 周年実行委員会より、ア 

ンケートを企画しましたので、各クラブより 5 

名（クラブ会長と 4 名で、会員歴が偏らないよ

う）にご回答をお願いします。WEB 形式になっ

ていますので、資料 URL よりネットを通じて、

ご回答をお願い致します。 

 

 

会員誕生日、ご夫人誕生日祝はありません 

 

例会プログラム 

    １１月１２日ゲスト卓話「財団月間にあたり」 

          財団学友、地区委員 

       １９日卓話 阿部 毅会員 

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  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱   「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員 

 

●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 

 

あ 

お 

＜丸子会員より＞ 

個人的な話も兼ねてですが 

経営者交流会を立ち上げて、 

今回６回目を迎えます。社長 

次第で会社は成功や倒産も 

ありますので、私の経験から 

経営向上のため、役立てられ 

ないかと思い、何かヒントにな 

ればと若い会員にも参加して頂ければと思います。 

毎月１回、月曜に「小田原屋」にて、ボランティア活 

動の一環として、開催しております。（要約にて） 

 

＜理事会報告＞ 

①フィリピン、マカティボブラシオンＲＣ訪問経費の件。 

 提案プロジェクトの確認とシューズ（在庫分）を持参。 

 １１月２１～２３日。お土産代、シューズ運搬費など。 

 国際奉仕予算より、５万円を承認。 

②地区より、台風被害地への義援金依頼の件。 

  １人１，５００円×３６名＝５４，０００円 社会奉仕より 

  負担を承認。 

③年末家族例会 日程予約の件。 

  １２月１９日（木）１８：３０～（２４日移動例会として） 

  センチュリーホテル相模大野。 

④青少年交換学生１名推薦の件。 

  横江 莉音さん（横江会員のお嬢さん） 

  合格の場合、次年度に派遣。 

⑤次年度ＩＭについて（相模原中ＲＣが担当クラブ） 

  ２０２１年３月２７日（土）ラポール千寿閣を仮予約。 

 

 

 

 

 

 

 

●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 28 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(10/15) 
８名 ７７．１４％ ９０．６３％ 


