
第 2040 回例会 

６月 16 日 №32 

●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：緊張感と充実感で一杯の一年間でし

た。上半期は、ほとんどの活動が無事に終了で

きました。７月に少年野球、8 月に千曲川 RC

野外例会、9 月に最初の夜間ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝがあり、

10 月に一番大きな行事「卓球教室」を開催。中

学生が 150 名集まり、羽佳先生を迎えて大変有

意義な地元への奉仕貢献ができたと思います。 

当日は、藤本公共イメージ委員長にパネルを作

製して頂き、ロータリーの PR もできました。 

 12 月の年末家族会では、親睦委員会にお骨折 

頂き、アトラクションのご当地アイドルが大変

盛り上って、楽しい時間を過ごせました。 

 国際奉仕では、フィリピンに 11 月にシュー

ズを届け、また翌 2 月には火山災害で被災地に 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要約にて掲載） 

支援物資を届けるため、金沢会員と櫻内会員に 

は 2 度も訪問して頂きました。 

 ただ一番の反省点は、上期に 5名、下期に 2 

名の退会が出て、増強ができなかったことです。 

金沢ＳＡＡ：委員長が上期で退会され、途中か 

ら直前ＳＡＡということで引き受けましたが、 

実質的には河野さんと中村さんが担当してくれ 

ましたので、副ＳＡＡよりお願いします。 

河野副ＳＡＡ：方針や実施計画を意識している 

余裕もない中で、とにかく一生懸命に進めてさ 

せて頂きました。 

伊倉会計委員長：資金管理と適正な運営の下、 

年度末には決算書を作成しましたので、皆様に 

ご確認を頂きますようお願い致します。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

        

 
横江クラブ管理副委員長：私は主に毎回、タクト 

を担当させて頂きました。例会には少し早めに来 

て会場セッティングなどを手伝いました。昨年 12 

月の年末家族会では、子供達がアトラクションで 

楽しそうにしていたのが印象的でした。尚、次週 

26 日最終夜間例会ですが、昼間にゴルフコンペを 

行いますので、ご参加頂ける方は申し出下さい。 

大井会員組織・増強委員長：年初 37 名から、年 

度末で 30 名になり、コロナの影響もありますが、 

下期に動きが取れなくなり、良い結果が出せず残 

念です。前年度から引継ぎした候補者の内、2名 

を次年度に申し送りしたいと思います。 

冣住奉仕プロジェクト委員長：前半は予定通り実 

施でき、後半はほとんどできませんでした。10 月 

に開催した「卓球教室」は卓球協会とも良い連携 

とれて大成功だったと思います。国際奉仕ではフ 

ィリピンのマカティ RC と協力して被災地への支 

援と、台湾・台中文心 RC からはマスクの支援を 

通じて、良い交流ができました。 

社会・青少年奉仕（冣住委員長代理）：光明学園 

インターとは良い関係を継続しており、コロナの 

で職場訪問の計画ができなくなり残念でした。 

「泳げ鯉のぼり」は諸事情で、事業自体が取止め

となりましたが、当クラブが最初に始めた事業を

地域の方々が長年、運営・継続して頂いたことに

感謝しております。 

豊岡Ｒ財団・米山委員長：当委員会の活動は寄付 

が主になりますので、実績を報告させて頂きます。 

・Ｒ財団 目標 200 ㌦×32 名（12 月会員数） 

 6,400 ㌦に対し、4,664 ㌦（1 人当り 145 ㌦） 

・ポリオ 目標 40 ㌦×32 名で、1,280 ㌦。 

クラブ・会員寄付とも 0 円で、ポリオ寄付には 

意識が低いという感じです。 

    ・米山奨学会 目標 2 万円×32 名で、640,000 円 

     で、クラブ寄付 138,000 円と会員寄付 560,000 

     円で、698,000 円（会員 1 人当り 21,800 円） 

    次年度は、Ｒ財団とポリオ寄付に対する取り組み 

    方を考えて頂ければと思います。 

藤本公共イメージ委員長：パネル作成は、マイロ

ータリーに掲載されている資料を活用しました。

次年度に向けて、増強などで活用できる物があれ

ば使って下さい。 

 

 

 

横溝会長より：各委員長よりのご報告ありがとう 

ございました。上期の半年間は緊張の連続でした 

が、会員皆様に支えられて何とか一年間務められ 

ましたことに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は予定通りでしたら、ハワイの国際 

大会に参加して帰国し、今日はワクワクして国際 

大会で聞いたことや見たこと、また世界中のロー 

タリーの仲間と触れ合いができたことなど、皆様 

に報告して、一緒に感動する日だったはずですが 

新型コロナウイルスの影響で、ハワイの国際大会 

開催も中止になりました。 

この厳しい状況の中で、史上初のバーチャル国 

際大会が開催されます。テーマは“今こそ「ロー 

タリーは世界をつなぐ」”です。 

2020 年ロータリーバーチャル国際大会の日程は 

6 月 20～26 日で、開会式は 20 日。日本時間では 

20 時になります。 

バーチャル国際大会ですが、本会議だけでなく、 

さまざまなイベントも行われます。実際に会わな 

くても、世界中のロータリアンと繋がる機会があ 

ります。 

本会議では、マーク・マローニー国際ロータリ 

ー会長の講演を是非お聞きください。本会議以外 

にも楽しいイベントがあります。参加できるイベ 

ントはロータリーウオーキングチャレンジ、リー 

ダーボードで自分の進み具合を確認して、参加者 

と競争し合って、優勝した人は賞品の獲得もあり 

ます。トップの 2 名は、来年の国際大会の登録料 

は無料になります。↗ 

 



 

 

他にバーチャル友愛の家は 1 日 24 時間、ロー 

タリー親睦活動、協力団体、プロジェクト、国際 

ロータリーのリソースなどの展示を見たり、質問 

したり、仲間とバーチャルに繋がることができま 

す。来年の国際大会の情報も得られます。 

 

＜委員会報告＞  （概要にて） 

〇国際奉仕委員会       冣住委員長 

少し先なのですが、来年 6 

月開催の台北国際大会の登録 

料について報告致します。 

     開催日程は 2021 年 6 月 11 

（金）～16（水）で開会式は 

6 月 13 日（日）。登録料は、 

2020.6/20～/27 まで、315 ㌦ 

2020.6/27～12/15 まで、365 ㌦。12/16～2021.3/31 

まで、440 ㌦。2021.4/1～当日まで 515 ㌦と上が 

っていきますので、今月 6/27 日までに登録される 

方は、マイロータリーから各自でお願いします。 

 

＜次年度理事役員会の報告＞ （要約にて） 

    佐々木会長エレクト 

     先日１０日に次年度理事会を 

      Zoom にて行い、来月からの例 

      会運営についてご報告します。 

      第１：例会の回数を当面の間 

減らすことの可否について。 

    例会数は従来通り、月４回の 

     開催を基本とする。但し、新型 

コロナウイルスの状況を踏まえ、臨機応変に開催を取

り止めることも検討する。尚、例会時間は当面の間は

４５分程度に短縮することとする。 

第２：Zoomを利用したオンライン例会について。 

    新型コロナウイルスにより、例会開催ができなくなる

事態に備えることを目的に、年度内に１度はＺｏｏｍを

利用したオンライン例会を試行的に開催する。 

但し、事前に全会員へ十分な説明を行ない、例会に

参加できない会員が出ないよう十分な配慮を尽くす。 

    第３：例会開催の場所をロータリアンの経営する

飲食店とすることについて。 

新型コロナウイルスにより飲食店が大きな影響を

受けている現状を踏まえ、当面の間、ロータリアンの 

 

 

 

飲食店、具体的に２０２０年７月～９月は「敦煌」にて例 

会を開催する。その後も継続するかは会員の意見を再 

検討する。１０月～１２月の市民会館の予約は維持する。 

 

 

●横溝 志華会長、小崎 直利副幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日で今年度の通常例会は最後になりました。 

皆様、一年間ありがとうございました。 

●川合 貞義会員 

①入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

もう少し、出席継続を頑張ってみようと思いま 

す。宜しくお願いします。 

②ロータリーの友の「パズル」で、ロータリー賞 

品が抽選で、モバイルバッテリーが当たりました。 

●小野 孝会員 

 入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●金沢 邦光会員 

 入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

16 年になりました。若かったなぁ・・。 

●池之上 和哉会員 

 入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

 入会記念日祝を戴きまして、ありがとうござい 

ました！ 

●藤本 恵介会員 

 横溝会長、田後幹事、最後の通常例会ですね。 

よろしくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②今年度の活動のまとめ、全く成果が出せず、 

 ただただ申し訳なく思います。 

●豊岡 淳会員 

①５月、６月の入会記念日祝の皆様、おめでとう 

ございます。 

②暑くなってきました。コロナ、熱中症にご注意 

下さい。 

●冣住 悦子会員、田所 毅会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②今年度活動のまとめ、よろしくお願いします。 

 

 

                                                           

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

ありません 

２．相模原グリーンＲＣより、青少年交換学生分

担金の返金について 

     当クラブで受け入れていた Maxime 君は新型コ

ロナのため３月にフランスに帰国し、留学期間

が短縮されました。よって、各クラブよりご支

援頂いた分担金に比例して、一部を返金させて

頂くことになりました。６月中に返金予定です。 
     相模原中ＲＣ返金額：３６，０００円 
 

※今年度最終例会の出欠表を回覧しております。 

本日の例会終了までに記入をお願い致します。 

        ６月２３日→２６日（金）１８：３０～例会  

１８：４５頃～２０：００終了予定 懇親会 

        場所：「小田原屋」にて 会費：クラブ負担 

  
例会プログラム 

    ６月２３日→２６日（金）今年度最終例会 

          18:30 点鐘 「小田原屋」にて 

      ３０日例会取止め 

    ７月 ７日新年度第１回例会 

         「新年度のご挨拶」会長、幹事 

         定例理事役員会 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  河野 崇 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー  横江 利夫会員 

 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金沢 邦光会員 ２００４年５月１８日 

・佐々木敏尚会員 ２０１１年５月１０日 

・池之上和哉会員 ２０１５年５月１２日 

・川合 貞義会員 １９７７年６月１７日 

・小野  孝会員 １９７７年６月１７日 

・老沼 秀夫会員 １９９１年６月１８日 

 

 

 

 

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 ２３名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/2) 
４名 ８６．２１％ ９０．０％ 


