
第 2029 回例会 

12 月 10 日 №21 

●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）： 

 これより、会員皆様に先週、通知しました「マ

カティボブラシオン RC からの水道設備の支援

依頼について」の臨時総会を開催致します。本

日の出席者は 27 名により、本日の臨時総会は

成立致します。 

      では、マカティボブラシオン RC からの支援

プロジェクトを、先週は私から説明しましたが、

再度、櫻内会員からご報告をお願い致します。 

     櫻内会員より： 

      マカティ RC には、シューズプロジェクトで 

     これまでに 6 回ほど訪問しておりますが、先月 

     11 月にシューズを持参した折に、今回の水道施 

  設事業プロジェクトを正式に依頼されました。 

     じつは、1 年ほど前にも話はあったのですが、 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

当クラブでは具体的に検討しませんでした。 

今年 9 月にマカティ RC のマリオ氏が来日し、 

例会に出席され、プロジェクト提案書を持参さ 

れたことで、具体的な話となりました。 

 ですが今年度の奉仕事業として、当クラブは 

地区補助金事業「卓球教室」を実施し、予算的 

にも厳しい状況から、次年度に向けてと考えて 

いましたが、マカティ RC から何とか今年度に 

1 台の水道施設を支援頂きたいとの要望により、 

シューズ持参の折に、事業の視察をしました。 

 まず水道施設が完成した小学校に行きました。 

機器は蛇口が 8 個付いた簡単な濾過装置です。 

１台で約 36 万円ですが、装置のメンテと管理 

は地元 RC が担当します。既に数か所の小学校 
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    では工事が終わっていましたが、校内にある井戸 

    水は明らかに濁っていて、飲むことができず、設 

    備の無い小学校では、ペットボトルや水筒などを 

    持ってきているそうです。 

     私も職業柄、水道設備なども取り扱いますが、 

    配管などは雑な作りになっていますが、日本では

36 万円ではできないので、フィリピンでは妥当な

金額かと思います。 

横溝会長（議長）： 

先週の定例理事会では、1 台の水道施設をつく

る費用が 36 万円のため、奉仕会計の国際奉仕よ

り 10 万円、奉仕会計予備費より 15 万円の計 25

万円を負担し、残り 11 万円を会員皆様にご協力

頂きたいということで提案しましたが、検討の結

果、臨時総会にて皆様のご意見を伺い、最終的に

判断することとなりました。ついては、ご意見や

ご質問がありましたら、お願い致します。 

    ＜会員より意見など＞（要約にて掲載） 

    〇臨時総会での 10 分程度の時間内で、結論を出 

す必要があるのでしょうか？ 次年度に向けて 

の提案でも良いと思います。また単年度事業か、 

継続事業か、決まっているのでしょうか？ 

資料ではフィリピンの 15 の RC が参加してい 

るが、当クラブの支援が更に必要でしょうか？ 

    〇11 月にフィリピンに訪問した時に、各クラブか

ら 8 人の会長が来ていまして、メンテのみを担

当するクラブもあり、全てのクラブがお金を出

せる訳では無いようです。 

     また、マカティ RC の次年度会長のこの事業に 

     対する考えは判りません。先方からは今年度の 

     支援をとの依頼です。 

    〇個人的には、理事会決定でも良い事案かと思い

ますが、総会で会員の意見を聞くということな

ので、これまでフィリピンを数度、訪問して思

ったのは、我々はシューズを持参するだけです

が、地元 RC がそのシューズを地方へ届けるの

は大変なことです。時間的にも費用的にも、マ

カティ RC には多々お願いをしてきましたが、 

マカティ RC からの依頼は今回が初めてですの

で、賛成して頂ければと思っています。 

〇このプロジェクトの全体像が良く判らない。 

 

 

 

 当クラブが実施するのは 1 校のみで良いのか？ 

〇時間もなくなり、皆さんから意見も聞けたので 

再度、理事会に差し戻し、決定して頂きたい。 

横溝会長（議長）： 

では本日の臨時総会は時間の都合もあり、理事 

会に差し戻して決定させて頂きます。皆様から貴 

重なご意見ありがとうございました。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は 12 月 7 日（土）に開催された「新会員 

の集い」に参加しましたので、報告をさせて頂き 

ます。当日は、藤沢商工会議所」にて、14:00～ 

20:00 まで行なわれました、 

杉岡ガバナーが開会の挨拶をされ、新会員の皆 

様にはロータリーの魅力をもう一度確認し、奉仕 

を通じて、交流し、更にビジネスにも発展してい 

くとのことでした。 

その後、会員増強・維持委員長の三澤京子さん 

の挨拶では、「他地区には新会員の集いがありま 

せんが、当地区では 3年以内で辞める新会員が多 

いため、今後、新会員が辞めないように新会員の 

集いを開催しました。」とのことです。 

第 1 部の講演は、地区研修委員長の大谷パスト 

ガバナーでした。テーマは「世界を変える行動人」 

で、最初に「ロータリー学友世界奉仕賞」が贈ら 

れた故・緒方貞子さんの映像が流れました。その 

後、中満泉さんが紹介されました。中満さんもロ 

ータリー財団奨学生で、ほぼ緒方貞子さんと同じ 

道を歩んでいるようで、国際連合事務次長です。 

3 人目は「カーネル・サンダース」で、1980 年 

12 月 16 日に 90 歳で亡くなられましたが、ロータ 

リアンでした。貧しい少年時代を送り、子供の時 

 



 

 

    から兄弟に食べさせるために料理を作って、近所 

    で評判になり、いろいろの苦難を乗り越えて、ケ 

ンタッキーを成功させました。74 歳の時にフラン 

チャイズ方式を始めて、今は全世界に 14.000 店 

があります。 

 また平塚南 RC の井出会員の講演では、フィリ

ピンの小学校にトイレを作り、ピアニカを持って

行った奉仕活動の素晴しい話でした。 

講演後はセッションがあり、「ロータリーの魅

力は何か？」と、様々な意見が出ました。新会員

に役割をして頂き、そして奉仕活動を通して、親

睦の楽しさを知って貰う意見が多かったです。 

「ロータリーの嫌のところは何か？」ではクラブ

数が多いことと、昼間の例会は大変という意見で

した。多くの意見が出まして、新会員の集いに参

加し、改めてロータリーの魅力を再認識しました。 

 

委員会報告は紙面の都合上、次週号に掲載 

させて頂きます。 

 

 

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①ご夫人誕生日、結婚記念日祝の皆様おめでとう 

 ございます。 

②本日は臨時総会を開催させて頂きます。 

●竹田 繁会員 

①妻の誕生日祝、ありがとうございます。ご夫人 

 誕生祝の皆様、おめでとうございます。 

②結婚記念日祝の大坪会員、大井会員、おめでと 

 うございます。 

●櫻内 康裕会員 

①妻の誕生日祝、ありがとうございます。 

②先週から、肩が痛くてまいりました。 

③臨時総会、宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①ご夫人誕生日、結婚記念日祝の皆様、おめで 

 とうございます。私もお祝を戴き、感謝です。 

早速、花屋さんにお花を頼みに行きます。 

②家族例会は所用にて欠席します。申し訳あり 

     ません。  

 

 

 

●大坪 征弘会員 

お祝を戴きまして、ありがとうございます。当 

日、今日は何の日？と妻に聞かれましたが、正 

解を一発で答えて、難を逃れました（笑） 

●阿部 毅会員 

①タイムリーに妻の誕生日を祝って頂き、ありが 

とうございます。やっと高期の仲間に入学です。 

②同じく、ご夫人誕生日と結婚記念日祝の皆様、 

おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①ご夫人誕生日、結婚記念日祝の皆さん、おめで 

  とうございます。 

②２週休んでしまいました。クラブに毎週来るの 

が楽しいですね。 

●甲斐 美利会員 

皆さん、こんにちは。久し振りです。所用で欠席 

ばかりですみません。来年も宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

②本日の総会、宜しくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

ご夫人誕生日、結婚記念日祝の会員皆様、おめ 

 でとうございます。 

●中里 和男会員 

本日お祝を受けられる、ご夫人誕生日、結婚記 

念祝の大勢の皆様、おめでとうございます。 

●金沢 邦光会員 

先日、健康診断を受けました。身長が２㎝伸び 

てました。寝る子は育つ！ 

●豊岡 淳会員 

①12 月ご夫人誕生日、結婚記念日祝の皆様、おめ 

でとうございます。 

②本日の臨時総会、宜しくお願いします。 

●諸隈 武会員 

引っ越ししました。通勤時間が徒歩 5 分から、 

2 分になりました。 

●冣住 悦子会員 

①12 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②会長・幹事、臨時総会よろしくお願いします。 

●豊岡会員、櫻内会員、冣住会員、早川会員、 

 横溝会員 

会員増強会のお釣りをスマイルします。 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①2022～23 年度 ガバナーノミニー確定宣言 

     田島敏久候補者からの辞退申し出により、津久

井中央 RC の佐藤祐一郎君がノミニーとして、 
     確定したことを、茲に宣言致します。 

②次年度地区カレンダーの件 

     貴クラブにて次年度、2020 年 7 月 1 日～2021
年 6 月 30 日の間に予定されている行事、創立

記念式典、ＩＭなどのご予定をご記入の上、12
月 20 日までにお知らせ下さい。また、クラブ

公式訪問の日程についてのご希望がありまし

たら備考欄に記載下さい。 
 

例会プログラム 

    １２月１７日卓話 伊倉 正光会員 

       ２４日→１９日（木）「年末家族会」 

        18:30～例会 18:50 頃～パーティー 

         「センチュリーホテル相模大野」 

       ３１日例会取止め 

     １月 ７日新年夜間例会 

           18:30 点鐘 「鶏海屋」    

 

●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 

●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 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご夫人誕生日祝 

・櫻内 康裕ご夫人 12 月 5 日 

・横江 利夫ご夫人 12 月 6 日 

・阿部  毅ご夫人 12 月 15 日 

・竹田  繁ご夫人 12 月 19 日 

○結婚記念日祝 

・大坪 征弘会員 12 月 6 日 

・大井  達会員 12 月 16 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 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●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 ２７名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/16) 
５名 ８４．３８％ ８７．１０％ 


