
第 2038 回例会 

６月２日 №30 

●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 

皆様ご無沙汰しております。お元気ですか？ 

新型コロナウイルス拡大防止の為、緊急事態宣

言の発表により、国民の生活が今まで経験した

ことが無かったような流れに変わりました。 

テレワーク、ZOOM ミーティング、ZOOM 懇談

会など馴染のない言葉を受け入れる間もなく、

現実になりました。 

ロータリー活動も 2 月 25 日には IM の中止、

地区の各委員会活動の中止など、前代未聞のこ

とが次々と起こりました。4/19 日に予定された

地区研修・協議会も、5月 25 日からオンライン

で行われています。当クラブも 2 月 18 日例会

以降、本日は 3 カ月振りの例会になり、この 3

ヶ月間に ZOOM で 2 回の理事会を開催しました。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横溝 志華 

本日は、理事会の議題報告をさせて頂きます。 

①クラブ細則改正案の件 

次年度の年会費について。休会者の年会費に 

ついて。佐々木会長エレクトよりのち程、説明。  

②今年度例会予定について 

 本日を入れて残り 4回で、9 日・16 日も開催 

予定。9 日例会には栗林Ｇ補佐と田島Ｇ補佐エ 

レクトが来られます。26 日は年度最終例会を予 

定しており、場所は「小田原屋」18:30～20:00 

③マスク寄贈の件 

この厳しい状況の中、明るい報告ですが、日 

本でマスクが不足している事を聞いて、台湾・ 

台中文心 RC から１万枚のマスクを支援して頂き 

5/21 日に事務局に届きました。１万枚のマスク 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

は、櫻内社会奉仕委員長にお願いして、相模原市

に寄付の申し入れをして、5 月 28 日（木）9:30

～市役所で寄贈式が行われました。本村市長や、 

副市長もご出席頂され、本村市長から感謝の言葉

を頂き、その場で台中文心 RC にもメッセージを

頂きました。当日の寄贈式に出席したのは、田後

幹事、早川友好クラブ委員長、最住奉仕プロジェ

クト委員長、櫻内社会奉仕委員長、阿部国際奉仕

委員と私、横溝の計 6名で、ご参加の皆様には 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態宣言は解除になりましたが、まだ油断

出来る状況ではありません。どうぞ緊張感を持っ

て日々を過ごして下さい。 

 

 

 

    会長エレクト         佐々木 敏尚 

     セミナー報告の前に、次週例会での「細則改正

案」についてご報告致します。クラブ細則の手続

きに従い、当該例会の10日前までに改正案は全会

員に送付済みで、次週例会で採決させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当日もご説明しますが、この件で何かご意見が 

ありましたら、私か横溝会長までお願い致します。 

 ではセミナー報告ですが、本来は30分程の報告 

内容を、このような状況ですので、要約致します。 

 今回は例年とは全く違う形式、オンラインで実 

施されました。4月29日に急遽、Zoom で研修を行 

うとの連絡が入り、私のパソコンには Web カメラ 

が無かったため、スマホで対応しました。 

 事前に RI のホームページや、Youtube で地区役 

員のお話を視聴したりと研修がありました。当日 

の Zoom セミナーには、久保田ガバナーエレクト、 

田島次年度ガバナー補佐、横山次年度地区幹事、 

そして第５グループ（Ｂ）の各会長・幹事が参加 

して、このコロナ感染予防下での例会を今後どう 

するのかという忌憚ない意見交換がありました。 

 最終的な結論は出ませんでしたが、既に第５グ 

ループでもオンライン例会を実施しているクラブ 

があり、出席率も95％位ということで、世の中の 

流れから、当クラブも検討が必要かと思います。 

（概要にて掲載） 

 

 

 

●横溝 志華会長、田後 隆二幹事 

①皆様お久しぶりです。お元気だったでしょうか？  

 健康に気をつけながら、例会を楽しみましょう。 

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●小崎 直利会員 

①皆さん、お久しぶりです！お元気にお過ごしのよう 

ですね！ 

②４月の誕生日祝、ありがとうございます！ 

                     ↗ 



 

 

    ●竹田 繁会員、川合 貞義会員 

    ①久しぶりです。コロナとの戦いで終了したら、また新

しい戦略があると思いますが、それに向かって、頑

張りましょう。 

    ②会員誕生日のお祝を戴き、ありがとうございます。

（竹田より） 

    ●小野 孝会員 

     ご無沙汰しました。変わりありませんか？元気を出

して頑張りましょう。 

    ●永保 固紀会員 

     久しぶりの例会に向けて！ 

    ●阿部 毅会員 

    ①緊張しながらも、気の抜けた 3 か月でした。皆様、

あと少しの我慢で、心身共にクリアになると良いで

すね。新たな気分で急がず、平常を取り戻しましょ

う！！ 

    ②誕生日祝をありがとうございます。 

    ●藤本 恵介会員 

     皆様にお会いできて、うれしいです！ 

    ●冣住 悦子会員 

      皆様、お久し振りです。お元気な顔を見れて何より

です。 

    ●黛 裕治会員 

    ①大変、お久しぶりです。 

②３月の入会記念日祝を今日、戴きました。ありがとう

ございます。 

●金沢 邦光会員 

     皆さん、お久し振りです！お元気でしたでしょうか？  

    ●河野 崇会員 

    ①皆様、ご無沙汰しております。 

②本日、４５才を迎えました。コロナで大変な状況で 

すが、気持ちだけは前向きに頑張っていきたいと

思います。お祝を戴き、ありがとうございます。 

●横江 利夫会員 

         皆様にご尽力頂いた、娘の交換留学が流れてしま 

          いました。いつか、メキシコ旅行に行こうと娘と約束 

しました。皆様、ありがとうございました。コロナめ～ 

●佐々木 敏尚会員 

         皆様、お久しぶりでございます。久し振りにお会い 

できて、うれしいです！ 

●豊岡 淳会員 

楽しみにしてきました！ 

 

 

 

●伊倉 正光会員 

 お久しぶりです。やっと例会で皆様にお会いできて 

うれしいです。 

●大井 達会員 

久しぶりの例会、皆さんにお会いでき、ほっとしまし 

た。蒲田からワクワクしながら急いで戻ってきました。 

●中里 和男会員 

①やっとコロナも落ち着きましたね。徐々に日常に戻 

ることを願っています。 

②大勢の誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

 皆様お久しぶりです。また宜しくお願いします。 

●櫻内 康裕会員 

①皆さん、お久しぶりです。昨夜は花火をみられまし 

たか？ 私は飲み会が無かったお陰で、１０㎏ 痩 

せました！！  

②お祝の皆さん、おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①久しぶりの例会で、勝手を忘れてしまいました。 

②皆さんお元気そうで、何よりです。 

    今年度のスマイル累計額 ５７１，９００円 

     

＜今・次年度 合同理事会報告＞ 

①退会届の提出（２名） 

高本会員と中村会員、６月末での退会を承認。 

②今年度 最終夜間例会の件。 

６月２３日→２６日（金）１８：３０～例会、１８：４５頃～ 

２０：００懇親会  場所：「小田原屋」 会費はクラブ 

負担（懇親会が２０時までの為、料理少なめに） 

③今年度収支決算報告の件（一部は概算金計上） 

  一般会計残高 ３，５４３，０４６円（ＩＭ返金分含む） 

  奉仕会計残高   ４１０，９１４円 

④周年事業 積立金の件。 

  上記、一般会計残高より ３０万円を積立金へ。 

（次年度に向けて） 

⑤市民会館の件。６月１９日より、条件付きにて開館 

  条件：収容人数（定員）の５０％以下の利用数 

  会員減少により、「けやきの間」（定員４０名）利用 

予定を、「あじさいの間」（定員８０名）に変更する。 

⑥ホームページ更新（年額１３２，０００円）について。 

  今まで依頼していた高本会員が６月末退会により、 

  小崎会員に依頼する。 

          

 

                                                                                           

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より（主な報告のみ掲載） 

①2020～21 年度地区役員・委員 ご就任委嘱の件 

     下記の方々にご就任頂きたく、ご協力をお願い

致します。（敬称略） 
地区財団資金推進委員長    田後 隆二 

     地区クラブ管理運営委員    冣住 悦子 
     地区インター・ローターアクト委員  横溝 志華 
     地区米山奨学・米山学友委員  早川 正彦 

②地区研修・協議会オンラインによる開催ご案内 

     従来の集会型開催を断念し、オンライン上での

開催に変更しました。出席義務者の皆様には地

区ホームページの地区研修・協議会専用にアク

セスし、各部門の受講確認に必要事項を記入の

上、送信下さい。受講期間：5/25 日～6/7 日 
③次年度 地区補助金配分決定の件 

貴クラブより申請の奉仕プロジェクトへの補 
助金配分を決定しました。配分額：3,365 ドル 

  （7 月以降の入金時レートで、振込額が確定） 
④次年度 ガバナー月信に関するアンケート 

 次年度月信の配信方法は、ぺーバーレス化を目

指し、データ配信を考えておりますが、クラブ

ご事情により、印刷版の郵送の希望について、

アンケートにご協力下さい。 
 

    例会プログラム 

    ６月９日「細則改正案について」「ＩＭについて」 
        現・次年度ガバナー補佐のご挨拶 

出席報告 

 
 
 
 
 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３月＞ 

・丸子 勝基会員 ３月 ８日  

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・大槻  実会員 ３月１３日 

・藤本 恵介会員 ３月２５日 

＜４月＞ 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・冣住 悦子会員 ４月 ６日 

・小崎 直利会員 ４月２０日 

＜５月＞ 

・諸隈  武会員 ５月 ２日 

・横江 利夫会員 ５月１１日 

・大坪 征弘会員 ５月１３日 

＜６月＞ 

・河野  崇会員 ６月 ２日 

・豊岡  淳会員 ６月 ３日 

・阿部  毅会員 ６月１７日 

・永保 固紀会員 ６月３０日 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  河野 崇 副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 

 

●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 ２５名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
５名 ８３．３３％ ― 


