
第 2044 回例会 

７月 21 日 №３ 

 

●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＞佐々木会長 

 今年度の活動に向けて、各委員長よりご報告

をお願い致します。尚、本日配布の定款・細則 

について、前年度に細則改正された内容が反映

されていますが、定款も改正されたため、当初

の条項から変更になっており、ご了承下さい。 

会長部門は活動計画書の方針・実施計画（以

下、方針と実施計画は略）により実施します。 

＜幹事＞小崎幹事 

活動計画書の方針・実施計画により実施。 

     ＜会場監督＞豊岡委員長 

      本日、トライアルで Zoom 例会も実施。例会 

     時間は 45分、卓話も 15分程度を目安とします。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （概要にて掲載） 

＜会計＞小野副委員長 

今年度は年会費が減額され、会員数も少なく

なり、厳しい状況です。 

＜会計監査＞伊倉副委員長 

予算に基づいて、しっかり監査を致します。 

＜クラブ管理運営、例会親睦＞阿部委員長 

特に今年度、会員皆様へのお願いとご協力願 

う項目を絞り、要請を致します。 

①会員減少で親睦委員も半減、またコロナで環 

境も大きく変動。事情をご理解頂き、クラブ 

ワンチームの体制での運営協力を依頼。 

②会員減で従来の記念日祝から「ご夫人・ご主 

 人誕生祝」をカット。例会時間を鑑みながら、 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



        

 

代表し 1名にワンポイント「近況報告」を頂く。 

③四半期毎に例会出席状況をチェックし、会員個 

人に知らせる。 

④「合唱」は継続するかどうか。結論：従来通り 

    ⑤蛇足ながら「会員義務三原則」は例会出席・会

費納入・ロータリーの友を読む事です。「ロータ

リーの友」は RC の歴史書であり、クラブの指針

ともなり、各地区や RC の活動現況の一端を見

ることができ、また世界変動の激しい中でどん

な奉仕活動を未来計画の中に、想定していくか

のヒントともなります。 

＜姉妹クラブ・友好クラブ＞横溝委員長 

活動計画書の方針・実施計画により実施。 

＜会員組織、会員増強＞丸子委員 

 増強委員は 2 名だけですので、全員で情報収集 

して進めたいと思います。このコロナで、候補者 

に会うのも難しい状況です。今年度の増強は特に 

重要な年度になります。気を抜けば、どんどん減 

っていくように思われます。 

＜Ｒ情報＞冣住委員長 

 情報集会は今後、柔軟に対応していきます。 

＜奉仕プロジェクト、国際・職業奉仕＞金沢委員長 

地区補助金を活用した「ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 遊 

びのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」の内容については、本日のガバナ 

ー月信に「地区補助金プロジェクト一覧」が掲載 

されていますので、ご参考下さい。 

 当クラブの国際奉仕は、海外のクラブとの交流 

は図れています。今年のシューズ事業も光明学園 

にシューズを取りに行き、既に保管しています。

また台中文心 RC からのマスク寄贈のお礼を兼 

ねて、一度、台湾を訪問したいと思っています。 

韓国の龍仁 RCとの今後の友好関係については、 

情報集会などで検討して頂きたいと思います。 

＜社会奉仕・青少年奉仕＞諸隈委員長 

 少年野球ジュニア大会は延期になり、開会式は 

中止により、協賛金も辞退されるとのことです。 

＜Ｒ財団、米山奨学会＞横江委員長 

 今年度は財団 1 人 200 ㌦とポリオ 1 人 40 ㌦で 

240 ㌦が目標となります。現レートで 26,400 円 

なので、27,000 円を目安にお願い致します。 

＜公共イメージ＞黛委員長 

活動計画書の方針・実施計画により実施。 

 

 

 

＜指名＞豊岡委員長 

活動計画書の方針・実施計画により実施。 

＜細則改正＞佐々木委員長 

活動計画書の方針・実施計画により実施。 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

①本日より、例会のオンライン出席を試し始めま 

した。豊岡会場監督の横にあるＰＣから例会の 

様子を配信しております。いろいろな例会の形 

がありますね。 

➁本日のクラブ協議会、各委員長の皆様よろしく 

お願いします。 

●小野 孝会員 

 梅雨が長いですね。皆さん、体の調子はいかが 

 ですか？    

●伊倉 正光会員 

 佐々木会長、各委員長、クラブ協議会よろしく 

 お願いします。 

●阿部 毅会員 

本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。多 

くのプログラムが中止で少し淋しいですが、コ 

ロナ騒動の中での活動を模索していきましょう！！ 

●横溝 志華会員 

 先週、欠席しました。本日の例会に来るのを楽 

 しみにしていました。 

●最住 悦子会員 

 会長・幹事、今年度各委員長、クラブ協議会よ 

 ろしくお願いします。 

●中里 和男会員 

 新年度の初例会出席です。新年度の会長・幹事、 

 理事役員の皆様、頑張って下さい。本年度もよ 

 ろしくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

 本日のクラブ協議会、会長・幹事、各委員長よ 

ろしくお願いします。 

●田後 隆二会員 

 今年度も宜しくお願いします。来年度も！！ 

●櫻内 康裕会員 

 今年度の活動に向けてのクラブ協議会、宜しく 

 お願いします。 

   今年度のスマイル累計額 ５２，０００円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【Zoom を利用したオンライン出席の併用】 

本日の例会では、Zoom のトライアルを行なって

います。先週の例会以降、理事役員で連絡を取り

合い、今後の例会のあり方について話し合いを行

ないました。新型コロナ感染者数が再び増加して

おり、7 月 17 日には神奈川警戒アラートが発動さ

れたことから、緊急議題としたものです。 

理事役員会ではいろいろな意見が出ましたが、

結論として、直接顔を合わせる方法による例会は、

できる限り開催を維持していきたい一方で、３密

を避け感染の防止を図るために、速やかに Zoom ト

ライアルを実施したいということになりました。 

本日の Zoom トライアルの結果を踏まえ、再度理

事役員会で検討しますが、今後はリアルの例会を

通常通り開催するのと並行し、Zoom を利用したオ

ンライン出席も認める方向を検討しています。 

リアルの例会と Zoom によるオンライン出席を

併用した場合、コロナ感染リスクを避けるために

出席を控えている会員の参加も期待できます。 

コロナ感染防止を図りつつ、出席率向上も期待

できると思われます。また今後、もしコロナ感染

が拡大し、4 月・5 月のようにリアルの例会が開催

できなくなる事態が発生した場合でも、Zoom によ

るオンライン例会を行なうことにより、例会の開

催を続行できるというメリットもあります。 

    【7.14 第５グループ A・B 合同会長幹事会の報告】 

2020 年度の第 5 グループ会長幹事会は、ＡとＢ

２つのグループに分かれ開催されていましたが、

今回は今年度初めて、ＡとＢ合同の会長幹事会が

開催されました。 

 

 

 

Ａグループ 5 クラブとＢグループ 6 クラブ 計 

11 クラブの会長・幹事が参加しました。 

①今年度の地区大会について 

コロナ感染防止のため、10 月 18 日（日）一日 

のみと決定していましたが、開催のスタイルも規 

模を相当縮小した形で（おそらく出席者を各クラ 

ブの会長・幹事に限り）開催する方針になりまし 

た。ただ、この方針もまだ確定ではなく、ワクチ 

ンが開発されるかどうかによって、左右されると 

いうことでした。 

当クラブでは例年、地区大会を移動例会として 

いるため、地区大会の週は通常例会を開催してい 

ませんので、ガバナー補佐に質問したところ、例 

年のように全会員の出席を認める方向での開催は 

現実的ではないので、移動例会は止めた方が良い 

ということでした。尚、先日もご報告しましたが、 

地区大会親睦ゴルフは中止が決定しています。 

②規定審議会へ提出する制定案について 

規定審議会は 3 年に一度開催され、次回の 2022 

年規定審議会で審議する制定案は 2020 年 12 月 31 

日までに国際ロータリーが受理する必要があり、 

制定案の提出方法などについて説明がありました。 

ガバナー事務所への提出期限が 8 月 31 日で、当ク 

ラブは 6/9 日「本日のお知らせ」で案内済みです。 

③久保田ガバナーの公式訪問について 

当クラブは 11 月 10 日（火）がガバナー公式訪 

問日となり、その 2 週間前の 10 月 27 日（火）が 

田島ガバナー補佐の訪問日です。田島ガバナー補 

佐の訪問ではガバナー紹介と地区方針についての 

説明を 10 分程度行なった後、各クラブでクラブ活 

性化のためにはどうすべきかに関するクラブ協議 

会を開催してほしいということでした。ガバナー 

公式訪問では、ガバナーが 30 分程度の卓話を行な 

った後、懇談会を開催してほしいとのことです。 

④「ロータリーの友」について 

ロータリーの友地区代表委員の神谷様（湯河原 

RC）がお越しになり、①どうやったらロータリー 

の友を多くの方に読んで頂けるのか検討してほし 

い、②11 月、12 月、1 月号の「この人訪ねて」に 

2780 地区からお一人推薦したいと考えているので、 

良い人がいたら推薦して下さいとのこと。 

尚、「この人訪ねて」の記事はロータリーの職業 

＜次ページに続く＞ 



 
                                                                                          

 

奉仕を実践されている様子を、全国のロータリア

ンにご紹介するものであり、特に以下のような人

を記事の対象にしたいということ。 

    必須：ロータリアン（できればロータリー歴 5 年

以上の人。ガバナー経験者以外）、ロータリーが好

きで、例会・活動にきちんと参加している人 

    ・その人を職業人として取り上げたら、面白い記

事になるだろうと思われる人  

・（できるだけ）年齢が若い人  

・（できれば）女性  

・ユニークな職業の方 

⑤ローターアクトについて 

     地区ローターアクトの 2019-20 年度会長の高麗 

様がお越しになり、活動のご紹介あり。 

⑥各クラブの近況報告（Ａグループのみ紹介） 

相模原 RC：次年度に 60 周年を迎える。姉妹クラ 

ブの苫小牧 RC とは締結 50 周年を迎えるため、 

今年 9 月に苫小牧まで行く予定。 

相模原グリーン RC：敦煌で月 3 回、例会を開催。 

ウェブによる例会のメイクも可能としている。 

今年度は前期の会費を全額免除とした。 

津久井中央 RC：今年 6 月に津久井 RC と合併。 

 例会は毎回、粛々と開催している。 

相模原橋本 RC：今年度は前期会費を 6 万円減額。 

 今年度例会は月 2 回を休会し、月 2 回の開催。

毎月 1 回、橋本駅前を朝 6：30 から、清掃する

奉仕活動を実施している。 

    相模原ニューシティ RC：今年度は会費を一部減 

額。例会は月 2 回だが、Zoom を通しての例会参 

加も認めている。 

（一部、要約にて掲載）  

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

     ありません       

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会にて Zoom による例会も併用し、今後 

は Zoom 参加による例会出席も可能となります。 

 

例会プログラム 

７月２８日卓話 諸隈 武会員 

８月 ４日卓話 丸子 勝基会員 

     定例理事役員会 

  １１日例会取止め 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  豊岡 淳 ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我らの生業」 

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 

会 員 出席（出席対象22

名） 

事前メイク者 

２９名 ２２名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/7) 

４名 ８５．１９％ ７７．７８％ 

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


 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 


