
第 2036 回例会 

２月４日 №28 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     地区社会奉仕委員長 

本日は、お招き頂き大変ありがとうございま 

す。2017年6月の RI 理事会において、ビジョン

声明が承認されました。 

「私たちロータリアンは行動人です。世界を、

地域社会をよりよく変えたいという願望があ

ります。ロータリーの奉仕を通じて、有能な、

思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動

を起こすためのつながりを築いてゆきましょ

う。」 

そこで本年度、杉岡芳樹ガバナーは「1 クラ 

ブ  1 奉仕プロジェクト」を提唱されています。

それには、より良い奉仕活動のための 4 つのプ

ロセスを大切にしましょう。まず、 

①地域の奉仕ニーズを的確につかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石井 卓（厚木県央ＲＣ） 

②できるだけ多くの会員の理解を得る。 

③できるだけ多くの会員の参加を得て、汗を流 

す奉仕活動であること。 

④結果を検証し、クラブの活性化につなげる。 

これらを踏まえて活動をされている例として、 

横須賀 RC、鎌倉 RC,藤沢北 RC、綾瀬 RC、大和田 

園 RC、相模原大野 RC の6クラブの社会奉仕活動 

を紹介させて頂きます。 

＜プロジェクターにより紹介－映像は略にて＞ 

・横須賀 RC（海岸通り 10 ㎞を清掃）・鎌倉 RC 

（プロ野球選手との少年野球教室）・藤沢北 RC 

（公園に花一杯運動）・綾瀬 RC（アユ稚魚放流） 

・大和田園 RC（草刈り活動）・相模原大野 RC 

（ひばりの夢コンサート） 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

また我が 2780 地区では全く前例がありません 

が、RCC（ロータリー地域社会共同隊）は 1999 

年より現在の奉仕のプログラムの 1 つとしてと 

して、RI で正式に認められています。 

今年度から新しい戦略計画が導入・実施され、 

その4つの優先項目の1つが、「参加者の基盤を広

げる」です。RI では RCC（ロータリー地域社会共

同隊）を提唱するよう奨励しています。また、RI

の標準定款を採用されているクラブ定款には、

RCC とはありませんが、ロータリー地域社会共同

隊の用語は出ています。 

今年度の地区大会プログラム案内には、国際ロ

ータリーの現況報告として、世界で10579隊の RCC

があり、日本では49隊の RCC があると記載されて

います。 

第2760地区では「あいち子供食堂ネットワー

ク」を通じ、子供の貧困の連鎖の問題を解決する

為に、RCC 活動がより素晴らしい成果を挙げてい

ます。RCC に興味を持たれた方は、ぜひ調べてみ

て下さい。          （要約にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日 3 日夜に、昨年末で退会された瀬戸さんと

藤原さんの送別会へ参加されました皆様には、大

変お疲れ様でした。 

本日は 2 月の第 1 回目の例会ですが、2 月は平

和と紛争予防のための「紛争解決月間」です。ロ

ータリークラブは平和推進のため、平和フェロー

シップ、奨学金など様々な奉仕プロジェクトを企

画し、成果を出しています。その中に、一つ実例

を紹介させて頂きます。 

元国連難民高等弁務官の故・緒方貞子さんは、 

 

 

 

元ロータリー国際親善奨学生で、2016～17 年度に 

「ロータリー学友世界奉仕賞」が贈られました。 

緒方さんは外交官の家族に生まれて、第二次世 

界大戦後、国際関係に関心を抱き、米国ワシント 

ン D.C のジョージタウン大学大学院へ留学して、 

1951 年に、日本人として 2 人目のロータリー国際 

親善奨学生となりました。 

ロータリー奨学生として留学中、社会奉仕の重 

要性を学んで、「超我の奉仕」というロータリー 

のモットーに深い感銘を受け、以来、これが人生 

の指針となって、世界の平和に大きく貢献し、小 

さな巨人と言われました。 

コロナウイルスの情報が多く出ていますが、外 

出はできるだけ控えめにして下さい。また金沢さ 

んと櫻内さんが 6 日からフィリピンに支援物資を 

持参し行かれます。くれぐれも気をつけて下さい。 

 

 

○フィリピン訪問について     櫻内 康裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 月 6～8 日に金沢さんと 2 名でフィリピンへ支 

援物資の目薬アイボンを持って行ってきます。ア 

イボンは 300 個で段ボール 5 箱分、重さが約 45 ㌔ 

になります。相模原 RC 会員の菅野氏より安く提 

供して頂きました。 

 当初はマニラ市内で、ﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC 会員にお 

渡しする予定でしたが、避難場所に直接行くこと 

になりました。到着日にはﾏｶﾃｨｸﾗﾌﾞの会員と軽く 

夕食をして、翌日は朝７時頃に出発して、避難場 

所に向かい、帰りはかなり遅くなるようです。 

 火山活動の方はだいぶ落ち着いてきているので 

大丈夫だと思いますが、今、流行しているコロナ 

ウィルスの方が心配です。もし次週の例会に来れ 

なかったら隔離されているかも?!（概要にて掲載） 

 



 

 

 

     

●石井 卓君（厚木県央ＲＣ） 

     貴クラブに初めて伺いました。本日は拙い話で 

     恐縮ですが、宜しくお願い致します。 

    ●鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

     立春を迎え、本日はお世話になります。 

    ●横溝 志華会長、田後 隆二幹事 

    ①地区社会奉仕委員長の石井様、ゲスト卓話よろ 

     しくお願いします。 

    ②相模原東 RC の鈴木様、ようこそいらっしゃい 

ました。 

    ③誕生日祝の早川会員、おめでとうございます。 

    ④（横溝より）誕生日祝を戴き、ありがとうござ 

     います。 

    ●早川 正彦会員 

     誕生日のお祝、ありがとうございます。 

    ●小崎 直利会員 

    ①地区社会奉仕委員長の石井様、ようこそ！卓話 

     よろしくお願い致します。 

    ②会員お誕生日の早川会員、横溝会長、おめでと 

     うございます。 

    ●小野 孝会員 

    ①会員誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでと 

     うございます。 

    ②ゲスト卓話の石井さん、宜しくお願い致します。 

    ●櫻内 康裕会員 

    ①お祝の早川会員、横溝会員、おめでとうござい

ます。 

    ②ゲスト卓話の石井地区社会奉仕委員長、宜しく 

     お願いします。 

    ③6 日にフィリピンに行ってまいります。コロナ 

     ウィルスが心配ですが・・ 

    ●大井 達会員 

    ①ゲスト卓話でお越し頂きました石井様、本日は

宜しくお願い致します。 

    ②会員誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでと

うございます。 

    ●伊倉 正光会員 

    ①ゲスト卓話の石井様、宜しくお願致します。 

    ②早川会員、横溝会員、誕生日祝おめでとうござ

います。 

 

 

 

 

 

●阿部 毅会員 

①ゲスト卓話の石井委員長、本日は宜しくお願い 

致します。 

②会員誕生日祝の早川・横溝会員、おめでとうご 

 ざいます。 

●冣住 悦子会員 

①誕生日祝の早川さん、横溝会長、おめでとうご 

 ざいます。 

②卓話の石井様、宜しくお願い致します。 

●豊岡 淳会員 

①本日ゲスト卓話の石井様、宜しくお願いします。 

②2 月誕生日祝の早川さん、横溝会員、おめでと 

うございます。 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の早川さん、横溝会員、おめでとうご 

ざいます。 

②卓話の地区社会奉仕委員長、石井様、よろしく 

お願い致します 

    本日のスマイル額  ２１，０００円 

    今年度の累計額  ５００，９００円 

 

＜理事会報告＞ 

①３クラブ合同夜間例会（中・東・柴胡ＲＣ）の件 

 日時：３月３日（火）１８：３０～例会 １９：００頃～ 

懇親会 

 場所：「敦煌」  料理＋フリードリンクにて 

 会費：会員会費３千円（クラブで２千円負担） 

②新米山奨学生受入れ カウンセラー選出の件 

  氏名：劭 佳慧（ｼｮｳ ｶｶｲ）さん 女性 中国 

  受入期間：２０２０年４月～２０２１年５月（１年間） 

         （実際の受入れは５月～） 

  カウンセラーは冣住会員に依頼。 

③次年度 地区補助金申請の件 

 （申請締切は、２０２０年３月末日） 

 仮題：「児童発達支援プロジェクト」 

 予算額：（地区補助金額は上限５０万円を予定） 

  クラブ拠出金として１０万円を予定。認可さ 

れた場合は次年度（奉仕会計）で計上して、 

負担する。 

 

  

 

                                                               

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①米山奨学生の世話クラブとカウンセラーのお

引き受けのお願い 

     新米山奨学生を、世話クラブとしてお引き受け

頂きたく、2 月 27 日までにカウンセラー名と奨

学金受入口座をお知らせ下さい。 

     氏名：劭 佳慧（ｼｮｳ ｶｶｲ）さん 女性 国籍：

中国 受入期間：２０２０年４月～２０２１年３月（１

年間）※実際の受入れは 5 月からです。 

②インターアクト一泊研修会ご参加のお願い 

     提唱クラブには、一泊研修会プログラムへのご

参加をお願い致します。 
日時：3 月 28 日（土）～29 日（日） 開会式： 
3月28日11時予定 場所：民宿ロッジ八戒荘（足

柄上郡山北町） 登録料：インターアクター 
１，０００円 ロータリアン・顧問教諭（宿泊） 
７，０００円（日帰り）３，０００円  
登録締切：2 月 23 日 

③「国際奉仕を考える会」開催のご案内 

 昨年 11 月のセミナーでご要望や意見を頂き、

AMDA や難民支援協会、米山学友に国内外の現

状や具体的な事例をお話しして頂きます。 
日時：3 月 14 日（土）15～17 時 場所：第一 
相澤ビル 登録締切：2 月 14 日 

④国際大会 日本人親善朝食会のご案内 

     三木 RI 理事よりご案内が届きましたので、ご 
参加をお願い致します。 

     日時：6 月 7 日（日）午前 6:45～8:15 場所： 
シェラトン・ワイキキホテル 会費：8,000 円 

定員：先着 800 名 締切日：2 月 28 日 
⑤次年度ＲＩテーマのお知らせ 

 「ロータリーは機会の扉を開く」 

 （Rotary Opens Opportunities） 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早川 正彦会員 ２月１４日１月 ６日  

・横溝 志華会員 ２月２４日 

 

例会プログラム 

２月１８日ゲスト卓話 相模原警察署 

  ２５日→２２日（土）移動例会「ＩＭ」 

    14:30～「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「あじさいの間」 

司  会  中村 勝彦 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 

ゲスト   地区社会奉仕委員長 石井 卓氏 

               （厚木県央ＲＣ） 

ビジター  鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

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 ２１名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/21) 
７名 ７５．８６％ ８８．８９％ 


