
第 2042 回例会 

７月７日 №１ 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

会長挨拶 

１．はじめに 

第 45 代会長に就任させて頂きました。私は

2011年 5月に当クラブに入会させて頂きました

ので、まだ 9 年程しか経過しておりません。ま

ずは何より、私のような若輩者を相模原中ＲＣ

という名門クラブの会長に選任して頂きました

ことに、心より御礼を申し上げます。 

今年度のロータリークラブは、前年度後半に

引き続き、新型コロナウイルスの影響を受けて

波乱の幕開けとなりました。PETS や地区研修協

議会もこれまでのような開催がなされず、オン

ラインによる開催になりました。現在でもロー

タリー活動に大きな影響が及んでおり、今後の 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木 敏尚会長 

活動も見通せない状況にはありますが、名門ク 

ラブの会長の名前に恥じないように、精一杯、 

頑張らせていただきますので、ご指導とご協力 

を頂ければ幸いに存じます。 

２．自己紹介 

会長就任にあたり簡単に自己紹介させて頂き 

ますと、現在 46 歳で、相模原市橋本で法律事務 

所を経営しています。司法試験に受かったのが 

平成 12 年で、弁護士登録をしたのが平成 14 年 

ですので、20 年近く弁護士の仕事をしています。 

司法試験に受かるまでに相当に苦労しまして 

5 回連続で試験に不合格になり、6 回目のチャレ 

ンジでようやく合格しました。 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



        

 

出身は早稲田大学の政治経済学部で、大学１年

の時から司法試験の勉強を始めまして、大学在学

中はほとんど試験勉強しかしませんでした。 

私が幹事の時に、会長の早川さんにこの事をお

話したら「何やってんだ、お前は」と言って呆れ

られました。20 歳の頃から 46 歳の現在まで、人

生の大半を法律の学びに費やしてきましたので、

もしかするとだいぶ偏った人格になってしまって

いるのかもしれません。 

2011 年に当クラブに入会させて頂いたのは、丸

子さんに誘って頂いたからでした。この頃は自分

の法律事務所を開業したばかりで、とても忙しく、

最初はお断りしていたのですが、丸子さんがとて

も紳士的な態度で誘って頂き、これはお断りでき

ないと感じて入会させて頂きました。 

入会して驚いたのは、ロータリーの皆さんがと

ても親切で温かく、感動したのを覚えています。

おそらく、これはチャーターメンバーの川合さん

と小野さんを始めとした諸先輩方が、長年に築き

あげてきた当クラブの親睦を大切にする文化は、

他の団体にはない素晴らしい点なのだと思います。 

 私が会長として何かできるというわけでもあり

ませんが、諸先輩方が築き上げてきたこのような

文化を維持して次の年度にバトンを渡すことが、

会長として一番大事なことなのだと感じています。 

３．ＩＭについて 

さて今年度は、当クラブにとって大きな行事が

２つあり、この場で概要だけ先にお伝え致します。 

まず当クラブはＩＭの担当になります。ＩＭは

言うまでもなく、2780 地区第 5 グループ 11 クラ

ブの会員が参加しますので、通常は 200 名位の参

加者が見込まれる大規模な大会になります。 

 相当な準備が必要になりますので、皆様のご協

力をお願い致します。日程は 2021 年 3 月 6 日（土）

に千寿閣で開催予定です。こちらは近いうちに、

櫻内実行委員長からクラブフォーラムにて、ご説

明頂ける予定です。 

４．奉仕活動「チャレンジド・チルドレン、遊

びのフェスティバル」 

もう１つが、地区補助金を活用した「チャレン 

ジド・チルドレン、遊びのフェスティバル」です。 

日程は 2021 年 3 月 14 日（日）の予定で、ＩＭの 

 

 

 

翌週になります。これは当初 10 月の開催を予定 

していたのですが、新型コロナウイルスの影響を 

考慮し、3 月に先延ばしにしました。昨年度に、 

既に金沢奉仕委員長からご説明していますので、 

概要はお分かりのことと思います。 

普段は体を動かして遊ぶことの困難な障害のあ 

る子供達に遊びの場を提供すること、障害の有無 

にかかわらず地域の方々にも参加頂くことにより、 

お互いを知り合う機会を設けることを目的として 

います。ロータリー活動を知り尽くした金沢委員 

長の企画・発案によるプログラムで、とても素晴 

らしい奉仕活動だと思います。ＩＭ翌週の開催と 

いうことで準備が大変かと思いますが、できる限 

りご協力を宜しくお願い致します。 

５．Ｚｏｏｍ例会 

もう一点は今年度 9 月 1 日例会を、Ｚｏｏｍ例 

会にする予定です。これは新型コロナウイルスの 

影響を受け、4 月、5 月と例会が開催できなかった 

経験を踏まえ、不測の事態に備えてＺｏｏｍによ 

る例会も開催できる状態にしておくことを目的に 

行なうものです。また、ご説明する機会があるか 

と思いますが、Ｚｏｏｍのご準備を行って頂けれ 

ば幸いに存じます。 

６．会員増強 

どうしても避けて通れない話題が、会員増強と 

いう点です。ご存知の通り、コロナの影響もあり 

会員数の減少が続いて、現在の会員は 29 名です。 

当クラブにとって、現時点における喫緊の課題は、 

会員の増強と退会防止にあります。 

今月中に活動計画書が皆様にも配布されますが 

今年度一般会計は、約 100 万円の赤字予算となり、 

これは言うまでもなく、会員数が減少したことに 

より、会費の収入が減少しているためです。 

当クラブは様々な奉仕活動に取り組んでいます。 

例えば、青少年の健全育成を目的として「少年ジ 

ュニア野球」に協賛金を支出し、光明学園インタ 

ーアクトにも活動費を支給しています。海外の子 

供達にシューズを支援すること、地域の学生達に 

も奉仕活動の喜びを知って頂くことなどを目的と 

して、「空飛ぶシューズ」活動も継続しています。 

また「チャレンジド・チルドレン、遊びのフェス 

ティバル」も開催予定です。↗ 

 



 

 

実施できない中、各クラブ会員との直接コミュ

ニケーションの希少な機会として、実施を強く

希望されており、地区カレンダー通りのスケジ

ュールで実施される。当クラブは 11 月 10 日

（火）例会がガバナー公式訪問となり、その 2

週間前の 10 月 27 日（火）の例会が田島ガバナ

ー補佐の訪問となります。 

④Ｂグループ・６クラブ（相模原南・中・西・

東・柴胡・かめりあ）の開催状況について 

各クラブともコロナ対策のために例会を中止し、

6 月から再開。コロナの影響で各クラブの変更

点としては、 

・東 RC は Zoom 例会を 5 月に開催。90 歳の会員 

も Zoom で参加されたとのこと。 

・かめりあ RC は 5、6 月に LINE 例会を開催。 

・西 RC は、例会時の席の配置を変更。 

・南 RC はロータリーソングを歌わず音楽のみを

流す。書類の回覧中止。最終例会を中止し、有

志会員による屋外でのバーベキューを開催し

たところ、結局ほとんどの会員が参加。 

・柴胡 RC は今年度に限り会費の減額を決定。オ 

ンライン例会の予定は無し。退会者もいない。 

⑤その他 

・南 RC が創立 50 周年記念事業として、2021 年 

3 月 7 日に JAXA はやぶさ 2 に関する記念講演 

をグリーンホールで実施。3 月 21 日に記念式典 

と祝賀会をセンチュリーで開催。 

・西 RC は創立 40 周年記念式典を、2021 年 5 月 

22 日に開催。 

・相模原大野 RC は 3 月 31 日に RI を脱会、所属 

の全会員が退会しましたが、ロータリーに残り 

たいと希望する会員もいたようで、既に各クラ

ブでお誘いが競合しているようです。お知り合

いの方がいましたら、積極的に声掛け下さい。 

 

   ＜理事会報告＞（要約にて） 

    ①光明学園インターアクト支援金の件 

      前年度残金があり、顧問より支援辞退の申出もあり 

    支援金は無しとして、不足金が出た際に判断。 

   ②例会場予約について 

      敦煌は７～９月まで。１０月～市民会館「あじさいの 

      間」を仮予約。但し、コロナ状況により対応。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永保会員より：お祝を有難うございます。クラ 

 ブ創立の翌年に入会し在籍 43年になります。 

これからも元気でやっていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間の大役、ご苦労様でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台中文心ＲＣからのマスク１万枚を、相模原 

市へ寄贈したことに対して、市からの感謝状 

がクラブに贈呈されました。 

 



 
                                                                                          

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①上半期地区分担金（１人当り）送金の依頼 

     本会計（上半期分）4,500 円、事業会計（上半 

期分）1,500 円、地区大会分担金 8,000 円   

計 14,000 円 送金は７月中にお願い致します。 

２．ロータリー文庫より 

ロータリーに関する資料の収集、保管と共に利

用者の便宜を図るため、徐々にデーターベース

上の資料の整理も進み、７月よりユーザー名と

パスワードを使用してWEBサイトを通じた資料

の公開を始めます。（詳細はホームページにて） 

  

    ＜ゴルフコンペの報告（６月２６日）＞ 

丸子会員のご尽力もあり、相武カントリー倶楽

部に於いてゴルフコンペを行いました。梅雨の最

中で、前日も翌日も雨でしたが、コンペ当日は見

事な晴れになり、晴れ男 9 人衆が揃い、良い天候

の中でコンペが行われました。 

皆でプレーを楽しみ、また会員交流の素晴らし

いひと時を過ごし、結果、優勝は横江会員でした。 

その後、夜は最終例会に向かい、そこでも楽し

いひと時を過ごし、長い一日になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小野会員より：今月で８３才になり、ロータリーの友情 

のお陰で元気です。もう少し、ロータリーを楽しみた 

いと思います。（概要にて） 

・小野 孝会員 

   ７月３０日    

 

例会プログラム 

７月１４日「会員増強セミナーの報告」 

担当：早川会員増強委員長 

２１日クラブ協議会「今年度の活動に向けて」 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  豊岡 淳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  伊倉 正光会員 

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：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２０名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/16) 

７名 ７４．０７％ ９３．１０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp


    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 



 

    

これらの奉仕活動は、社会的に有意義な活動で

あることは間違いありませんが、奉仕活動を行な

うにも財政的な裏付けが必要になり、これまで行

なってきた、そして今年も行う予定のこれらの奉

仕活動を継続していくためには、もう少し多くの

会員による会費の負担が必要になります。 

具体的に、現状の奉仕活動をこのまま維持して

いくために必要な会員数は約 35 名です。つまり、

現在の29名の会員に6名が加わる必要があります。

今期の一般会計の繰越金は約 340 万円ですので、

今期が約 100 万円の赤字でも、あと 2 年は資産が

底をつくことはないですが、このままの状況では、

2 年後には大幅な活動計画の縮小を余儀なくされ、 

    我々にとって喫緊の課題が、会員の増強と退会防

止にあることは間違いないと思われます。 

では、どうしたら会員増強に取り組むことがで

きるのか、という点ですが、これは若輩者の私に

とってはとても難しい問題ですので、具体的なお

話は次週の早川増強委員長の卓話をお聞き頂きた

いと考えております。 

ただ私の個人的な考えでは、やはり魅力的なロ

ータリークラブの活動と、その活動を対外的に発

信していくことに尽きるのではないかと考えます。

日々の例会が明るく楽しくて、例会に出席すれば

元気になれるというような例会を毎回開催できた

ら退会する人もいないでしょうし、例会に参加し

たいという多くの方が集まってくると思います。 

また我々の行なう奉仕活動が地域社会の人々に

役立っていることが多くの方に伝われば、その活

動に参加したいという人が集まってくるでしょう。 

そこで、できる限り、日々の例会が明るく楽し 

いものになるよう運営していきたいと思います。 

現状では、いずれの奉仕活動も開催が確実とは言

えない状況ではありますが、奉仕活動が開催でき

る場合には、ぜひ積極的な奉仕活動へのご参加を

お願い致します。 

７．おわりに 

以上をもちまして、簡単ですが新年度の会長の 

ご挨拶とさせて頂きます。１年間、どうぞ宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

小崎 直利幹事 

今年度、相模原中ＲＣ幹事を務めさせて頂きま 

す小崎直利です。東京都では 5 日連続で新型コロ 

ナウイルス感染者数 100 人越えが続いており、ま 

たいつ不測の事態が発生するか分かりませんが、 

佐々木会長を支え、１年間精一杯頑張ってまいり 

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

私は 2015 年 1 月の入会ですので、会員歴は 5 

年で、黛会長年度に丸子会員の勧めで入会させて 

頂きました。当時も、今年度と同じ 29 名で市民 

会館「けやきの間」で例会を行っていたのを覚え 

ています。年齢は 37 歳で、当クラブでは最年少 

となり、社会経験も少ない小僧ですので、いろい 

ろ教えて頂くことが多いと思います。温かい目で 

見守っていただければと思います。 

本業は、企業やサービスのロゴのデザインを行 

う他、WEB サイトやパンフレット冊子やムービー 

の制作を行う会社を経営しております。様々の媒 

体を扱うので、私自身はそのアドバイザーの仕事 

が多くなってきました。仕事柄、この数ヶ月でオ 

ンラインミーティングやセミナーなども実施経験が 

あり、いつ起こるか分からない不測の事態に、当 

クラブにもこの経験値を還元できればと思います。 

さて今年度の基本方針については、佐々木会長 

からお話しがあった通りですが、今年度は急な予 

定変更や中止が頻繁に起こりうる年度だと思って 

おります。IM ホストクラブという大役がございま 

すが、その実施の可否や準備の着手も様子を見な 

がら進めるということになりそうです。 

いろいろな場面で私はここぞとばかりに「Zoom 

やりましょう」や「オンラインで」と言う機会が 

あると思います。佐々木年度の理事役員用 LINE 

グループも作り、そこでも理事役員向けの連絡通 

知も始めております。（決して当クラブをインタ 

ーネットクラブにしたいとか、そういうことでは 

ありません。）最年少で、なかなか皆さんのお役 

に立てる場面が少ない私にとって、唯一の出番だ 

と思い言っていることですので、当クラブの選択 

肢の１つとして聞いて頂ければ幸いです。 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

特に今年度は、佐々木会長にとって多くの「判

断と決断」の場面があることが容易に想像できま

す。異例の事態での「判断と決断」には、会員皆

様のご理解とご協力が欠かせません。会員皆様に

は様々な相談を迫る機会があるかと思いますが、

ご容赦いただければと思います。本年度、幹事と

して会長をお支えし、精一杯幹事の役目を務めた

いと思います。 

 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

     七夕の本日より、佐々木会長年度のスタートです。 

        一年間、精一杯務めさせて頂きます！ 

●小野 孝会員 

①今年度も宜しくお願い申し上げます。 

②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●川合 貞義会員 

①年度初め、新会長の佐々木さん、幹事の小崎さん、

一年間よろしく。 

②横溝さん、田後さん、ご苦労様でした。素晴らしい

一年間でした。 

③小野さん、誕生日おめでとうで宜しいんでしょうか。 

●永保 固紀会員 

①横溝年度の理事役員の皆様、大変お世話になりま 

した。佐々木年度の理事役員の皆様、宜しくお願 

いします。 

②喜寿のお祝をしていただいて。 

●櫻内 康裕会員 

①佐々木会長、小崎幹事、いよいよスタートですね。 

宜しくお願い致します。 

②誕生日祝の小野会員、おめでとうございます。 

③永保会員、喜寿おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①本年度はクラブ管理運営委員長を担当させて頂き 

ます。メンバーが昨年の半分になりましたので、 

今年はワンチームで支援をお願い致します。 

②小野会員の誕生日を祝して！ 

●丸子 勝基会員 

     佐々木・小崎年度の門出を祝って！ 

 

 

 

●冣住 悦子会員 

①佐々木会長、小崎幹事、一年間どうぞ宜しく 

お願いします。 

②小野さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

佐々木会長、小崎幹事、新年度おめでとうござい 

ます。一年間、宜しくお願い致します。 

●豊岡 淳会員 

①今年度も宜しくお願いします。 

②会場監督、頑張ります。ここまで上り詰めました！ 

●伊倉 正光会員 

①佐々木会長、小崎幹事一年間宜しくお願いします。 

②小野会員、誕生日祝おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

  佐々木会長、小崎幹事始め会員の皆様、本年度 

  もよろしくお願いします。 

●甲斐 美利会員、田所 毅会員 

①皆さん、こんにちは。新年度がスタートしました。 

  佐々木会長、小崎幹事ご指導宜しくお願いします。 

②小野さん、誕生日おめでとうございます。 

本日のスマイル額  ２１，０００円 

 

 

 

＜第３回 6.23 会長幹事会の報告＞（要約にて） 

※第 1 回が 2/19 日にセンチュリー相模大野で開催。 

第 2 回は 5/26 日に Zoom により開催。 

今年度から第 5 グループはＡ・Ｂの 2 つのグル 

ープに分かれ、会長幹事会も分けて行われてお 

り、中ＲＣはＢグループに所属しています。 

①今年度の地区大会について 

地区カレンダーでは 10 月 17（土）、18（日） 

の 2 日間の予定でしたが、コロナウイルス感染 

防止のため、18（日）の一日のみとすることが 

決定。但し、感染状況を踏まえ、開催の有無に 

ついて、本日（7 月 7 日）に最終決定されます。 

②今後の地区各行事について 

感染症の第二波・三波の状況次第で、流動的に。 

③久保田ガバナーの公式訪問について 

PETS や地区研修協議会など従来の集合研修が 
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