
第 2028 回例会 

12 月 3 日 №20 

●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（議長）： 

クラブ細則第 5 条 1 節により、「次年度理

事役員選出のための年次総会」を、これより

開催致します。クラブ細則第 1 条に、定足数

は会員総数の 3 分の 1 以上とあり、出席者は

26 名により、本日の年次総会は成立致します。 

      尚、今年度より規定審議会での定款改正に

より、年次総会で「前年度の収支報告」と「今

年度収支の中間報告」を発表することとなり

ましたので、回覧させて頂きます。宜しくお

願い致します。 

では黛指名委員長より、委員会報告と次年

度理事役員候補者の発表をお願い致します。 

黛指名委員長： 

 今年 9 月頃より、佐々木会長エレクトの意向 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

を伺いながら進めておりましたが、少し手間取 

りまして、次年度理事役員候補者の名簿は先週 

の理事会に提出しました。では、候補者のお名 

前を発表させて頂きます。 

＜次年度理事役員候補者名を発表＞ 

議長（横溝会長）： 

 ただ今、発表されました候補者についての 

採決を取ります。細則第 7 条により挙手によ 

る採決と致します。次年度理事役員候補者に 

賛成の方は挙手をお願い致します。（確認） 

 全員の賛成により、候補者の皆様は承認さ 

れました。ありがとうございました。 

 では次年度理事役員の皆様は、前列にご集 

合下さい。佐々木会長エレクトより代表して 

ご挨拶をお願い致します。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

 

＜佐々木会長エレクトよりご挨拶＞ 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほどは、2020～21 年度の理事役員につき 

ご承認いただきまして、有り難うございました。 

2020 年 7 月から、このようなメンバーで理事役

員を務めさせて頂きますので、どうぞ宜しくお願

い致します。 

私は 2011 年（平成 23 年）5 月 10 日に入会し

ましたので、入会して 8 年半が経過したところで

す。一方、相模原中ＲＣは 1977 年 6 月 7 日に創

立されたということですので、今年で 42 年が経

過したということだと思います。 

私は 1973 年 8 月生まれですので、私が 3 歳の

時に中ロータリーが創立したということです。幹

事の小崎さんは 1983年 4月 20日生まれですので、

現在 36 歳です。私が現在 46 歳ですので、会長・

幹事の平均年齢は 41 歳ということになります。

おそらく、これまでの中ロータリーの歴史の中で

も、大変若い会長・幹事ということになろうかと

思います。↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良く言えば、フレッシュな会長・幹事というこ 

とですが、実態は大変頼りない会長・幹事になっ 

てしまうと思います。まだまだロータリーに関す 

る知識も経験も不足しておりますので、温かく、 

かつ厳しいご指導を頂ければ幸いに存じます。 

次年度、会長を務めさせて頂くにあたり、どの 

ような奉仕活動を新たに始めるか、例会の議事進 

行や親睦をどのように進めていくかなど、いろい 

ろ考えてきましたが、恥ずかしながら、あまり良 

いアイデアが思い浮かびません。 

普段から法律家として、紛争の解決や堅苦しい 

法律のことばかり考えているため、ロータリーク 

ラブという社会奉仕団体の活動には、上手く頭が 

付いていかないのかもしれません。そのような私 

が考えましたのは、会長が全てを決める必要はな 

いでしょう、私よりも知識も経験も豊富な多くの 

諸先輩方がいらっしゃいますし、また、私より後 

輩ではありますが、私よりもよっぽどロータリー 

クラブの活動に熱心で優秀な会員もたくさんいら 

っしゃるわけですから、多くの会員に助けて頂き 

ながら、クラブの運営を進めていけば良いのでは 

ないか、ということです。 

そのような意味で、2020～21 年度の各委員会 

委員長には頼りない会長・幹事をサポートして頂 

けそうな頼もしい会員に委員長をお願いしたつも 

りでおります。2020 年 7 月から、この様なメン 

バーでクラブ運営を進めてまいりますので、会員 

皆様の温かいご指導とご鞭撻を切にお願い致しま 

まして、ご挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合貞義会員－第 6 回米山功労者 

・黛 裕治会員－第 3 回米山功労者 

・伊倉正光会員、豊岡淳会員－第 2 回米山功労者 

・池之上和哉会員－第 1 回米山功労者 

 

＜理事会報告＞ 

①大塚会員、平山会員の 12 月末での退会を承認。 

②青少年交換学生 横江莉音さんカウンセラー 

選出の件。 

     横溝会員に依頼。12/14 日オリエンテーション 

に出席の依頼あり。 

③第５グループ 台風義援金の件。 

     11/19 日、26 日例会で計 11 万円の募金を送金。 

    ④12 月 19 日（木）年末家族例会予算の件。 

会費（前年度同様）：会員 1 万円、家族（中学 

 生以上）1人 2 千円、小学生以下は無料 

     経費（前年度参考）:パーティ費、アトラクシ 

ョン、ビンゴ景品、子供菓子代など 

※クラブ負担概算金は約 16～18 万円 

⑤来年 1 月 7 日（火）新年夜間例会の件。 

18:30～ 会場、予算は親睦委員会へ一任。 

⑥タウンニュースより、年始名刺広告依頼の件。 

     中央区版 1万円、Web 版 5 千円（税別）の掲載 

を承認。 

⑦マカティボブラシン RC より、奉仕事業の支援 

依頼の件。 

フィリピンの小学校へ水道施設プロジェクト 

（要望額 36 万円）案：国際奉仕より 15 万円、

奉仕会計予備費より 10 万円 計 25 万円 

    ※12／10 日例会で臨時総会を開催し、決定する。 

 

 

 

＜ロータリーミニ情報＞ 

〇ロータリー財団月間 未来の基礎となる財団 

（ロータリーの友 11 月号より抜粋） 

ロータリー財団は結果を出し、運営がしっかり 

している世界でも指折りの慈善団体です。 

慈善団体の格付けを行うアメリカの独立機関  

Charity Navigator から 12 年連続で 4 つ星評価、 

CharityWatch からＡプラス評価を受けています。 

ロータリアンが世界で良いことをするために、 

財団が役に立っているというのは周知のことです 

が、その活動の幅広さは一口には言えません。そ 

のため、ロータリアンの手厚い支援と財団が支え 

る活動を伝えるため、過去 5 年間（2014～19 年） 

の統計をとってみました。 

 

〇過去 5 年間の寄付額合計（ドル）上位の国 

①アメリカ 3 億 9,569 万 9,358 ドル 

②インド 8,887 万 5,333 ドル 

③日本 8,446 万 7,802 ドル 

④韓国 7,924 万 9,818 ドル 

⑤台湾 5,310 万 5,767 ドル 

〇過去 5 年間の 1 人当りの平均寄付額 上位の国 

①シンガポール ６１５ドル 

②香港 ４５１ドル 

③カナダ ３４４ドル 

④台湾 ３３０ドル 

⑤韓国 ２６５ドル 

〇2018～19 年度支出合計（3 億 3,500 万ドル） 

ポリオプラス １億 5,100 万ドル 

グローバル補助金 8,700 万ドル 

地区補助金 3,100 万ドル 

その他の補助金 1,200 万ドル 

プログラム運営 2,000 万ドル 

寄付推進 1,900 万ドル 

一般管理運営 1,500 万ドル 

〇承認されたグローバル補助金（件数） 

２０１４～１５年度 １，０７８ 

２０１５～１６年度 １，１６５ 

２０１６～１７年度 １，２６０ 

２０１７～１８年度 １，３００ 

２０１８～１９年度 １，４１１ 

 

 

                                                                                         

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①ガバナーノミニー投票 中止のお知らせ 

候補者の田島敏久氏より、12 月 2 日に辞退の申

し出が届きましたので、クラブ投票を中止とし

ます。今後、投票用紙は送られないようにお願

い致します。 
②ガバナー月信 原稿依頼の件 

月信 7 号（1 月 1 日号）に、第 5 グループ各ク

ラブの紹介を掲載致します。尚、今年度は各ク

ラブの奉仕事業を紹介する記事を掲載します

ので、奉仕活動の原稿（400 字程度）と写真 3
～4 枚を、12 月 16 日必着にてガバナー事務所

にお送りください。 
③第 7 回地区インターアクト委員会、アクターズ

ミーティング開催のご案内 

     下記にて開催致しますので、提唱クラブにはご

出席をお願い致します。 
日時：12 月 21 日（土）13:30～委員会 14:00 
～17:00 ミーティング 場所：第一相澤ビル  
返信締切日：12 月 16 日 

 
２．米山記念奨学会より、下記の方々に表彰品が

届きました。 

     川合貞義会員－第 6 回米山功労者、黛 裕治会 
員－第 3 回米山功労者、伊倉正光会員、豊岡淳 

 会員－第 2 回米山功労者、池之上和哉会員－第

1 回米山功労者 
 

※年末家族会（12 月 19 日木曜）の出欠表を回覧

しております。（詳細は回覧をご参照） 

     次週例会までに、ご家族の参加人数も含めて、

ご記入をお願い致します。 

 

 

●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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・川合 貞義会員 １２月１１日 

 ・黛  裕治会員 １２月２７日 

 

例会プログラム 

１２月１０日「臨時総会」 

   １７日卓話 伊倉 正光会員 

２４日→１９日（木）移動例会・年末家族会 

    18:30～センチュリーホテル相模大野 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「第一中会議室」 

司  会  瀬戸 裕昭 ＳＡＡ 

斉  唱   「国歌君が代」「四つのテスト」 

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、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 27 名） 事前メイク者 
３４名 ２６名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/19) 
３名 ８７．５％ ８１．８２％ 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日も「お花の紹介」は割愛させて頂きます。

先週、先々週に皆さんに第５グループ台風義援金

をお願いしましたが、お陰様で 11 万円のご協力

を頂きました。有難うございました。  

     本日は、12 月第 1 週目の例会ですが、12 月は 

「疾病予防と治療月間」です。国際ロータリー理

事会では、12 月を重点分野の「疾病予防と治療月

間」としました。地域社会の医療従事者の能力向

上、伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる合併症を減らす為の疾病予防プログラム、地 

域社会の医療インフラの改善、疾病の蔓延を防止 

することを目的とした、地域住民への教育と地域 

動員、疾病またはケガによって引き起こされる身 

体障害の予防、疾病予防と治療に関連した仕事に 

従事することを目指す専門職業人のための奨学金 

支援を強調する月間です。 

健康であることは何よりも大切な事ですが、残 

念ながら 世界で基本医療を受けられる人は 4 億 

人と言われていて、世界人口の約 75 億人の 1 割 

も満たされていません。世界では毎年、約 590 万 

人の子供が、5 歳になる前に亡くなっていて、ロ 

ータリーは疾病予防と治療の支援をしています。  

私達は日々、日本で当たり前な生活をしていて 

日本の医療制度は、世界でトップクラスです。 

国際ロータリーが長い年月、取り組んできまし 

た「ポリオ撲滅活動」は、あともう少しですが、 

発症患者がいるパキスタンやアフガニスタンは、 

国境山岳地帯のため、ワクチンを届けられない場 

所です。 

ポリオのない世界を作ると、今後の 20 年間で 

＜裏ページに続く＞ 

役員（〇印は理事兼務） 理 事 

〇会長 佐々木 敏尚 クラブ管理運営委員長 阿部  毅 

〇会長エレクト 田後 隆二 会員組織委員長 早川 正彦 

〇副会長 小崎 直利 奉仕プロジェクト委員長 金沢 邦光 

〇直前会長 横溝 志華 ロータリー財団・米山委員長 横江 利夫 

 幹 事 小崎 直利 公共イメージ委員長 高本 昌敏 

 会場監督 豊岡  淳 

  会 計 藤本 恵介 

（副幹事） 阪西 貴子 

 



 

 

400～500 億ドルの資金が節約出来ると言われて

いて、ロータリーは素晴らしい活動しています。 

12 月の疾病予防と治療月間では、がん検診の活

動や禁煙活動しているクラブもあります。皆さん 

も健康管理をして、元気に奉仕活動をしましょう。 

 

      ＜委員会報告＞ 
    〇台湾・米山学友会総会の報告   阿部会員 

     11 月 30 日に開催された「米山学友会総会」で、 

台湾に行ってきました。台中文心ＲＣの郭錦堂氏 

が第 8 代理事長に選任されました。郭さんは大学 

を一度、退官されたとのことですが、今も勤めて 

はいるようです。アメリカに留学されていた娘さ 

んも帰国して、奥様も出席されていました。 

 再来年のロータリー国際大会は、台湾・台北で 

開催されるので、その時には当クラブからも大勢 

で来て下さいとのことです。その大会期間中には、 

学友会の総会開催も企画されているようです。 

（概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①会員誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとう 

ございます。 

②年次総会、「次年度理事役員の発表と承認」 

黛指名委員長、宜しくお願いします。 

●田所 毅会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②会長、指名委員長、年次総会宜しくお願いします。 

 

 

 

●川合 貞義会員 

誕生日祝ありがとうございます。また一つ年を 

重ねて楽しみが増えました。これからも宜しく 

お願いします。 

●黛 裕治会員 

①12 月お誕生日の川合さん、大変おめでとうござ 

います。私も一つ大きくなります。 

②本日の年次総会、皆様よろしくお願い致します。 

●藤本 恵介会員 

①今月、誕生日の川合会員、黛会員、おめでとう 

ございます。 

②久し振りの出席です。たまには違う会場で良い 

ですね。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとう 

ございます。 

②本日の年次総会、宜しくお願い致します。 

●中里 和男会員 

①誕生日祝いの川合さん、黛さん、おめでとうご 

ざいます。 

②新年度理事役員の皆様、頑張って下さい。 

●阿部 毅会員 

①川合会員、黛会員、誕生日祝おめでとうござい 

 ます。川合さん、何才になれましたか？ 

②本日の年次総会、黛委員長ご苦労様です。 

●竹田 繁会員、伊倉 正光会員 

①横溝会長、黛指名委員長、年次総会よろしくお 

願い致します。 

②川合会員、黛会員、会員誕生日祝おめでとうご 

ざいます。 

●金沢 邦光会員 

  今年もあと１か月。以上！ 

●阪西 貴子会員 

①12 月のお誕生日の川合さん、黛さん、おめで 

とうございます。 

②本日の年次総会、会長、黛指名委員長、宜しく 

お願い致します。 

  今年度のスマイル累計額  ２１，０００円 

今年度の累計額     ３４６，４００円 

 


