
第 2033 回例会 

1 月 14 日 №25 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     〇会長：横溝会長 

主な奉仕活動は前半で終了しましたが、後半

にも、いくつか奉仕活動が予定されています。 

ですが最大の課題は会員増強です。年初に 37

名でスタートしましたが、現在 32 名です。

まだ半年ありますので、目標達成に向けて諦

めずに頑張りたいと思います。 

では、各委員長より報告をお願い致します。 

〇幹事：田後幹事 

前半同様、会長をバックアップしていきます。

〇会場監督：河野副ＳＡＡ 

委員会の人数は減ってしまいましたが、後半

に向け、新人ですが頑張ってやっていきます。 

〇会計監査：小崎委員長 

半期の折り返しですが、監査は今年度末に 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

しっかりと実施致します。 

〇クラブ管理運営：大坪委員長 

なかなか委員長自身の欠席などで、委員の方 

々にもご迷惑をおかけしていますが、退会者 

も出まして、委員の人数も減少していますの 

で、皆様のご協力をお願い致します。 

〇姉妹・友好クラブ：早川委員長 

 昨年 8 月に、千曲川 RC と恒例の合同例会を実 

施しました。台湾・台中文心 RC とは阿部会員 

に訪問して頂き、交流を続けていますが、韓 

国・龍仁 RC とはなかなか連絡が取れない状況 

です。 

〇会員増強：（代理）横溝会長 

 後半は 32 名のスタートですが、嬉しい情報と 

して 3 月頃に 1 名入会候補者がありそうです。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

会長や増強委員長も、できる限り動きます。 

〇ロータリー情報：櫻内委員長 

前半では情報集会を 3グループに分けて実施し、 

夜間例会を利用して、2回のオリエンテーショ 

ンを行いました。後半も 4 月、5 月に夜間例会 

があります。情報集会も行いたいと思います。 

〇奉仕プロジェクト：最住委員長 

前半に奉仕事業「卓球教室」が無事終了し、大 

成功だったと思います。フィリピンへの水プロ

ジェクト支援ですが、会長報告でもありました

が、火山災害のため、今後の見通しがつかない

状況です。ですがシューズプロジェクトについ

ては、今年も光明学園に協力して頂く予定です。 

〇社会奉仕：櫻内委員長 

 前半で、奉仕事業の大半は終了しました。後半

はセラピー犬事業が予定されていますが、詳細

は最住委員長にお願いしております。 

〇Ｒ財団・米山：豊岡委員長 

 米山（10 月）と、財団（11 月）の月間に寄付

を募りましたが、現状では未達成となっていま

す。米山は 676,000 円（目標 740,000 円）、財団

は 4,350 ドル（目標 7,400 ドル）で、達成には

少し厳しい状況です。寄付は自主的なものです

が、当委員会のアピールも足りなかったようで

す。今年 6 月末まで受付していますので、宜し

くお願い致します。 

〇公共イメージ：藤本委員長 

 昨年、当クラブのポスターを作成して、卓球教

室の会場で掲示しましたが、また例会に持参し

ますので、活用して頂ければと思います。 

〇指名：豊岡副委員長 

 既に前半で活動は終了しましたが、次年度に向

けて、次年度理事役員は適材適所の素晴らしい

人選ができたと思います。 

〇細則改正：横溝委員長 

 方針に沿って、進めていきます。 

〇横溝会長より： 

各委員長の皆様には後半に向けて、方針と活動

計画に沿って宜しくお願い致します。フィリピ

ンへの支援事業については今後、情報を確認し

て検討致します。また増強に向けては皆様のご

協力をお願い致します。 

 

 

 

＜協議会風景＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員より質問、意見など＞ （要約にて） 

・当クラブの最大の課題は「会員増強」です。言 

 葉だけではなく、実際の行動力が必要です。 

4 年前の 40 周年時に、会員数 40 名を達成しま 

したが、それが何故 8 名も退会してしまったの 

か、その理由を真剣に考えないといけないので 

はないでしょうか。 

 私が会長時に退会防止の対策として、新会員を 

対象にした“三楽会”を実施し、その効果はあ 

ったと思いますが、新会員を推薦した側として、 

充分な指導ができなかったり、ロータリーの良 

さを判って貰えなかったように思っています。 

・シューズプロジェクトですが、今年度も光明学 

園に集めて頂くということは、そのシューズを 

何処へ寄贈するのか。フィリピンの火山災害で 

シューズや井戸プロジェクトも今年度に実施で 

きるのかと思っています。 

今年度は無理な場合、次年度に引き継ぎできる 

のかなど、次年度との打ち合わせも必要かと思 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○インター台湾研修報告     豊岡会員 

     先月 12 月 26～ 

    29 日にインター生 

徒 24 名、ロータリ 

アン 7 名、顧問教 

諭 3 名で台湾研修 

に行ってきました。 

当クラブが提唱 

    する光明学園から 

は生徒枠 2 名のと 

ころ、3 名参加さ 

せて頂き、クラブからの負担金も支援頂きまして、

有難うございました。 

私は地区インターアクト委員会は 4 年目なので

すが、今回は辞退できず、初参加した次第です。 

台湾では、現地のインターアクトたちと生徒は

言葉の問題はスマホなどを駆使して、あっという

間に仲良くなりました。 

帰国する際に、ぜひ日本にも来て下さいとお話 

しましたところ、何と 4 月頃には来日されるよう 

です。3 月には 1 泊研修会もありますので、なか 

なか大変な活動です。 

 

○ゴルフコンペについて     丸子会員 

今回、新らたに 

「川合貞義杯争奪 

ゴルフコンペ」を 

始めたいと思いま 

す。川合会員はチ 

ャーターメンバー 

でもあり、ゴルフ 

も大変上手で、と 

てもお元気ですの 

で、尊敬する先輩 

のお名前を冠したコンペを開催致します。 

 これからゴルフを始めたいと思っている方も、 

    ぜひご参加下さい。上手でなくても、楽しんで頂

ければと思います。 

また今回は相模原東と柴胡 RC にもお声がけし 

て、親子クラブでの親睦ゴルフコンペを予定して 

います。 

 

 

 

 

（概要にて） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＭ実行委員長      田島 富美子さん 

今年度の基調講演は「iPS 細胞を使った再生医 

療と治療法開発」として、100 才を迎えても、生 

きているだけで寝たきりなる方も多く、健康寿命 

でいうと厳しい現状ですが、最近は再生医療が進 

み、こうした状況も克服できる時代になってきま 

した。健康で元気に過ごせるよう講演して頂き、 

講演後には、パネルディスカッションにて「人生 

100 年時代」のテーマで、前向きな考えになれる 

のではないかと思います。 

中 RC には次期ホストクラブとして、多くの皆 

様のご出席をお願い致します。 

ＩＭ副実行委員長      大河原 幸夫氏 

西クラブは本来、次年度のＩＭホストクラブな 

のですが、次年度は 40 周年記念式典と重なるた 

め、中クラブさんに交代して頂き、感謝しており 

ます。ですので、ＩＭキャンペーンの最初のクラ 

ブとしてご挨拶に伺いました。ぜひ大勢の方々の 

ご出席をお願い致します。 

 

     ＜Inter City Meeting＞ 

 日時：２月２２日（土）受付１４：００～ 

    式 典  １４：３０～ 

    基調講演 １５：００～ 

         順天堂大学 赤松 和土氏 

    パネルディスカッション １６：００～ 

    閉会式  １７：１０～ 

    懇親会  １８：００～ 

 場所：小田急センチュリーホテル相模大野 

テーマ：若者と“生きる”を考える 

 

 

                                                                                     

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①次年度 2020～21 年度 地区委員会正副委員長 

委嘱状の件 

地区委員会の選考にあたり、下記の方にご就任

頂きたく、ご協力をお願い致します。 
・地区財団資金推進委員会 委員長 田後隆二

（敬称略） 
②社会奉仕 卓話者派遣について 

     地区社会奉仕委員会では 2 月を中心に卓話者派

遣を実施致します。要望がありましたら 1 月 17
日までにご返答をお願い致します。 

③ロータリー奨学生 帰国報告会のご案内 

     2018 年より留学されていた奨学生が帰国しま 
したので、報告と交流を深める機会にしたいと 
思います。推薦クラブのカウンセラーの方には

ご出席をお願い致します。 
 日時：2 月 2 日（日）14:00～報告会 15:40～ 
懇親会 会費 3,000 円 場所：湘南クリスタル

ホテル（藤沢市） 帰国奨学生：山本 一真君 

登録締切：1 月 20 日 
④第８回インターアクト委員会・ミーティングの

開催のご案内 

 提唱クラブには、ご出席をお願い致します。 

     日時：1 月 25 日（土）13:30～委員会 14:00

～ミーティング 場所：第一相澤ビル 登録締

切：1 月 20 日 

⑤下半期 人頭分担金送金の依頼 

     会員 1 人当り 本会計（下期分）7,850 円、事 
業会計（下期分）4,150 円  計 12,000 円 
1月 1日現在の会員数にて 1月中に送金下さい。 
 
 
 

 

●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 

 

 

 

 

 

・中里 和男会員  

１月３０日 

 

 

例会プログラム 

１月２１日ゲスト卓話「職業奉仕月間にあたり」 

地区職業奉仕委員 前沢 弘之氏 

  ２８日ゲスト卓話「器具や動物を使っての児童 

     発達支援」㈱リ・ハッピネス 要武志氏 

２月 ４日ゲスト卓話「社会奉仕について」 

     定例理事役員会 

  

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  横江 利夫会員 

ビジター  田島 富美子さん（相模原西ＲＣ） 

      大河原 幸夫さん（  〃   ） 

 

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、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 25 名） 事前メイク者 

３２名 ２６名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(12/19) 
３名 ８９．６６％ ８８．８９％ 



 

    

この例会場での例会は、久し振りのような気が 

します。まず親睦委員会の大坪委員長と委員の皆

様には、年末家族例会と新年夜間例会ではいろい

ろと楽しい計画をして頂きまして、大変お疲れ様

でした。 

 そして、年末の 12 月 26 日～29 日にインターア

クト台湾海外研修に参加された地区インターア

クト委員会の豊岡副委員長もお疲れ様でした。 

お土産も頂きました。ありがとうございます。 

     1 月は「職業奉仕月間」ですが、ロータリー百

科辞典にある「職業奉仕月間」の中に、クラブに

推奨する具体的な活動には下記があります。 

    1)地区レベルの行事でロータリー・ボランティア 

を表彰すること。 

    2)ロータリー親睦活動への参加を推進すること。 

    3)職業奉仕活動、またはプロジェクトを提唱する 

こと。 

    4)空席の職業分類に、会員を入会させる会員増強 

活動。 

毎年 1 月には、多くのクラブが様々な職業奉仕

活動を実践されます。クラブによっては、ロータ

リーアンが就職面接官になって、地元の高校生に

面接体験をさせるなどもあります。 

じつは中 RC でも計画しまして、豊岡インター

アクト委員と最住奉仕プロジェクト委員長に提

案して頂きました。内容は光明学園の生徒による

職場見学です。光明学園の金子先生には、お話し

て喜んで頂きましたが、1 月は学校日程が難しい

ため、3 月にぜひ実行したいと思います。まず、

藤本会員の会社にお願いしましたが、また日程が 

近づきましたら報告致します。 

     次に昨日、ニュース報道がありましたが、フィ

リピンのタール火山が噴火しました。噴火は 12

日の 15 時頃で、櫻内会員のメールを見て初めて 

知りました。首都マニラの南、約 60 ㌔ぐらいし

か離れていない場所です。42 年ぶりに噴火して、 

マニラ空港は閉鎖になったようです。またネット

でも見ましたが、マニラでは目を開けづらいほど 

 

 

 

の火山灰があるそうです。 

昨日、早速に最住会員と金沢会員が、マカティ 

・ボブラシオン RC にお見舞いのメールをして頂 

きましたが、マカティ RC の Medi 会長から返信が 

あり、自宅が泥塗れになっているとのことです。 

現在、募金活動をして食事と水を困っている人 

々に届ける用意をしているそうです。去年の 12 

月末に決まりました小学校への水プロジェクト支 

援の件も、続行可能かどうかの話もありましたが、 

また連絡をとり合い、結果を報告させて頂きます。 

 

＜理事会報告＞ 

①瀬戸会員の昨年１２月末での退会を承認。 

 下半期（２０２０年１月）は、会員数３２名でスタート。 

②ＳＡＡ委員長／瀬戸会員退会により、新委員長の 

  選出について。 

  前年度ＳＡＡ委員長の金沢会員に依頼。 

③上半期（２０１９年１２月末）収支報告の件。 

  別紙、収支決算書により 

 一般会計残高 ２，５３５，３４０円 

 奉仕会計残高   ２４６，９５２円 

 ※マカティＲＣ支援金２５万円は奉仕会計に仮計上 

④年末家族例会 収支報告の件。 

  収入：会員会費、家族会費（中学生以上） 

      計２４６，０００円 

  支出：パーティ費（飲食費）     ３０７，４００円 

      アトラクション（控室、謝礼）  ３８，６１０円 

      ビンゴ（機器使用料、賞品）  ５０，６９５円 

      子供菓子代            ６，０００円 

      計４０２，７０５円 

 差引不足額１５６，７０５円（例会費にて１００，０００円、 

親睦会費にて５６，７０５円を負担） 

⑤マカティＲＣへの水プロジェクト支援／不足金１１万 

円の会員への協力依頼について。 

  フィリピンの火山災害により、詳細が確認できるまで 

  保留とする。 

  

 

 



 

 

 

 

●田島 富美子さん、大河原 幸夫君（相模原西） 

 本日は 2月 22 日に開催されるＩＭのキャラバ 

ンにお伺いさせて頂きました。ぜひ多くの皆様 

のご参加をお待ちしております。宜しくお願い 

致します。 

    ●横溝会長、田後幹事 

    ①相模原西 RC よりお越しの田島様、大河原様、 

     ＩＭのご案内よろしくお願いします。 

    ②中里会員、お誕生日おめでとうございます。 

    ③（田後より）11 日に初孫が誕生しました。 

●永保 固紀会員 

 新年明けましておめでとうございます。本年も 

 よろしく。 

●金沢 邦光会員 

①田島さん、大河原さん、ようこそ。ＩＭ頑張っ 

て下さい。次年度の参考にさせて頂きます。 

②フィリピンがひどいことになってますね。ボブ 

ラシオン RC のメンバーも被害を受けている方 

がいるようです。 

●冣住 悦子会員 

①中里さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②西 RC の田島さん、大河原さん、ようこそいら

っしゃいませ。 

●櫻内 康裕会員 

①相模原西クラブの田島さん、大河原さん、ＩＭ 

のご案内ご苦労様です。 

②誕生日祝の中里さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①ＩＭのインフォメーション、田島・大河原会員 

ようこそ！！ 

②本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①相模原西 RC の田島さん、大河原さん、ようこそ。 

②誕生日祝の中里さん、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

中里さん、誕生日おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

●阪西 貴子会員 

①相模原西 RC の田島様、大河原様、ＩＭのご案 

内、よろしくお願い致します。 

②中里さん、お誕生日おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

相模原西 RC の田島さん、大河原さん、ＩＭの 

案内ありがとうございます。当日を楽しみにし 

ております。 

●黛 裕治会員 

①1 月誕生日お祝の中里さん、おめでとうござい 

ます。 

②本日、園バス運転のため早退させて頂きます。 

クラブ協議会、スミマセン！ 

●大井 達会員 

①田島様、大河原様、ようこそいらっしゃいまし 

 た。ＩＭのご案内よろしくお願い致します。 

②中里会員、お誕生日おめでとうございます。 

③本日はクラブ協議会ですが、早退致します。 

申し訳ありません。 

本日のスマイル額   ２０，０００円 

今年度の累計額      ４３９，９００円 

 

（要約にて） 

○青少年交換学生オリエンテーション 横溝会長 

 1 月 11 日に次年度に 

派遣される交換学生、 

横江莉音さんのカウン 

セラーとして出席して 

きました。 

今回は第 2 回目で来 

日学生のスピーチもあ 

り、先日、年末家族会 

に出席されたマキシム君も上手に日本語でスピー 

チをしていました。派遣学生は提出書類も多くて 

大変だと思いますが、一年間留学して帰国した時 

は、本当に成長されていると思い楽しみです。 

 


