
第 2047 回例会 

８月 18 日 №６
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●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

ＩＭ実行委員長 

 今年度の第５グループＩＭは、相模原中ＲＣ

が担当クラブとなりますので、皆様のご協力を

お願い致します。では配布した資料の内、「組

織図」ですが、前年度に一度配布しましたが、

その後、退会者もありましたので、修正したも

のを再配布させて頂きます。 

次にもう１枚の資料「議事録」ですが、今年

度は当グループは 2人のガバナー補佐体制とな

るため、先月、佐々木会長と共に 2 人のガバナ

ー補佐と打ち合わせを行い検討した内容です

が、まだ内容的な部分は確定しておりません。 

開催日：２０２１年３月６日（土） 

会場：ラポール千寿閣 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻内 康裕 

＜開催方法（案）について＞ 

①案：通常開催 

②案：縮小開催（出席者を会長・幹事に絞る＋ 

オンライン中継） 

③案：縮小開催（出席者は絞らないが、会場の 

2 フロアーを中継で結び、密にならないよう 

席を配置。＋オンライン中継） 

④案：報告書のみ 

 コロナ感染対策の観点から、①は現実的とは 

言えず、②または③が現実的な選択肢と思われ、 

提案として②または③の場合、午前 10 時か 11

時から開始し、式典・基調講演の後、昼にお弁

当を食べ、午後 1時か 2時頃に終了とする案で、 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



        

 

席の配置はスクール形式とし、またクラスターへ

の配慮からアルコール類は出さない方向です。 

また、会費減額に向けたクラブも多くあること

を踏まえ、できる限り経費を抑える。とりあえず

登録料 8,000 円は徴収予定ですが、余剰金は各ク

ラブに返却する。 

当、第 5 グループＩＭは、当地区の中で最も遅

い 3 月開催ですが、他グループは 1 月から開催と

なり、今年 10 月頃には開催の有無や方法などが 

報告されると思うので、他グループＩＭの状況を

踏まえて、詳細は具体的に検討する。 

 メインテーマは、コロナ禍におけるロータリー

活動など、コロナに関連したテーマとなることが 

考えられる。 

 以上が打合せでの概要報告となりますが、何か

ご質問や、ＩＭのテーマや基調講演などについて

ご意見などありましたら、お願い致します。 

＜質問、意見など＞     （要約にて） 

Ｑ：メインテーマは「コロナについて」を予定し 

 ているようですが、来年 3 月では収束していて 

 話題になっていない場合もあるのでは？ 

    Ａ：来年 3 月だと「コロナ」は微妙な時期かと思

いますが・・。１つの案ですが、相模原市には

国内で最初のコロナ患者を受け入れた病院も

あり、院長にその話を依頼してはどうか・・。 

     ガバナー補佐からは、前年度ＩＭで中止になっ

た基調講演者にとの提案もありましたが・・。 

    Ｑ：いつ頃から、どのように動いていくのか？ 

    Ａ：3 月開催なので、リーフレットなど持参して

各クラブを訪問するのは来年 1月頃になるかと。 

その前に、他グループからの開催状況の情報が

入ってくると思うので、当クラブが具体的に動

き出すのは、今年 10～11 月頃かと思います。 

    Ｑ：組織図の「フォーラム企画委員会」とは何を 

     担当する委員会なのか？ 

    Ａ：この組織図は、中 RCが 10 年程前にＩＭを担

当した時の図を参考に作成しましたが、今回は

コロナのため、一部再編とする場合もあると思

います。 

    Ｑ：今は例会もコロナで、あり方が違ってきてい

る。今後どのように親睦を図っていくのかに絞

ったテーマが良いのではないでしょうか。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本のロータリー１００周年」 

今年は日本にロータリークラブが初めて誕生し 

てから、ちょうど100周年にあたります。日本で 

最初のロータリークラブは東京クラブで、1920年 

10月20日、チャーターメンバー25名が集まって創 

立総会が開催され、誕生しました。（RIからの正 

式な認証は、1921年4月1日） 

初代会長は皆様ご存知の通り、米山梅吉さんで、 

チャーターメンバーの名簿を見ますと、日本銀行 

理事、三井物産副支配人、明治生命重役、日本郵 

船副社長など、会員のほとんどが財界の大御所で 

占められていました。このような人選が仇となっ 

たのか、設立当初の例会は月1回だけで、しかも 

度々流会し、出席率も悪かったそうです。現在の 

ように、毎週１回例会を開催するようになったの 

は1923年のことでした。 

1923年9月1日、関東大震災が発生しました。震 

災のわずか3日後には、RI会長から励ましの電報が 

東京RCに届き、その翌日には25,000ドルもの震災 

復興資金を送る旨の通知が届きました。当時のRI 

会長の電文は、以下のようなものでした。 

「RIおよび全ロータリークラブは深い同情の意を 

表す。如何なることであろうと、遠慮なく申し付 

けられたし。」 

その後も、世界各国の503ものロータリークラブ 

から合計89,800ドルもの義捐金が送られ、東京RC 

は、このような世界中のロータリークラブの友情 

に深く感動し、それまで月１回の例会だったもの 

を毎週開催するように改めたと言われています。 

その後、太平洋戦争の開戦前年である1940年に、 

 



 

 

日本のロータリークラブは解散を余儀なくされ、 

米山梅吉さんは、東京RC解散にあたって、重い足

を引きずるようにしながら壇上に立ち、「奉仕の

理想はあくまでも堅持したい」と最後の挨拶を述

べられたそうです。尚、米山梅吉さんは終戦直後                     

の1946年、日本のロータリークラブがRIに復帰す

るのを見ることなく、他界しています。 

日本のロータリークラブがRIに復帰したのは、

終戦から4年が経った1949年で、RIに対して再三、

復帰の要請がなされ、終戦後4年が経ってようや

く復帰が認められました。1949年の東京RCチャー

ターナイトには、マニラRC会員であったマッカー

サー元帥や、吉田茂首相からの祝辞が披露された

そうです。日本のロータリークラブは1940～1949

年の約10年間、RIから脱退していましたが、その

間もクラブの名称を変えて、非公式例会を続けて

いたことがRIから評価され、クラブ歴及び個人歴

共に、ロータリー歴に含めることが認められました。 

1920年に、わずか25名のチャーターメンバーで

始まった日本のロータリークラブは、今年で100

周年を迎え、現在、日本でのクラブ数は2,248、会

員数は88,162名（2020年5月末現在）にも及んでい

ます。 

「スペイン風邪」 

日本で初めてロータリーが設立した1920年、世

界中でもう一つの大きな出来事がありました。昨

今のニュースで、頻繁に報道されているスペイン

風邪のパンデミックです。スペイン風邪は1918～

1920年までに世界中で5億人が感染したとされ、

当時の世界人口の4分の1程度に相当します。死者

数は1,700～5,000万人と推計されており、人類史

上最悪の感染症の１つと言われています。 

日本国内でも当時の人口5,500万人に対して、約

2,380万人が感染し、約39万人が死亡したとされて

いて、当時の日本の人口の4割以上が感染してい

たことになります。 

日本に、ロータリークラブが初めて設立された

のは、スペイン風邪のパンデミックが世界中で吹

き荒れている真っ最中だったことになります。な 

    ぜスペイン風邪のパンデミックの中で、ロータリ

ークラブが設立され、クラブ数・会員数ともに増

加したのでしょうか。 

 

 

 

それは、どのように過酷な状況であれ「奉仕」 

「親睦」「多様性」「高潔性」を重んじるロータ 

リークラブの精神が、多くの人々の共感を得るも 

のであったからであると思われます。 

（一部要約にて掲載）  

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

①猛暑が続いておりますが、皆さん、お身体大丈夫 

ですか？ コロナウィルスと相まって大変です。 

➁本日のクラブフォーラム「今年度ＩＭについて」 

櫻内委員長宜しくお願い致します。 

③8月入会記念日の冣住会員おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

➁米山奨学生の邵さん、ようこそ。 

③櫻内ＩＭ実行委員長、よろしくお願いします。 

●田所 毅会員 

①先日は誕生日お祝、ありがとうございました。 

②暑さが続きますので、健康に気をつけましょう。 

③冣住さん、入会記念日おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①毎日、暑い日が続きますが、お体に気をつけて 

 下さい。コロナもですが！ 

②お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③本日のフォーラム、宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①冣住さん、入会記念日祝おめでとうございます。 

②櫻内さん、フォーラムよろしく。 

●竹田 繁会員 

①暑中御見舞い申し上げます。 

②櫻内会員、フォーラムご苦労様です。 

③入会記念日祝の冣住さん、おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①冣住会員、入会記念日祝おめでとうございます。 

②櫻内委員長、本日は宜しくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①ＩＭのフォーラム、櫻内委員長宜しくお願いします。 

②入会記念日の冣住さん、おめでとうございます。 

③米山奨学生の邵さん、ようこそ。暑さとコロナ 

 大変ですが、頑張って下さい。 

今年度のスマイル累計額 １０９，２００円 

 



 

                                                                                          

 

報告事項 

①「米山月間」卓話についてのお願い 

     10 月は「米山月間」となっており、米山奨学生

や学友が地区米山委員と共に卓話を通じて、米

山奨学会について一層ご理解頂きたく、各クラ

ブの卓話予定をご回答下さい。尚、卓話を希望

されないクラブは、どうようなプログラムをお

考えかご記入下さい。回答締切日：9 月 11 日 

②地区財団セミナー及び第１回地区補助金管理

セミナーのご案内 

     財団セミナーは感染防止対策のため、ご参加人

数を１名に制限させて頂きます。また補助金セ

ミナーは、次年度にグローバル補助金の申請を

予定しているクラブとなります。 

日時：9 月 19 日（土）12:30～財団セミナー 

15:00～補助金管理セミナー 場所：藤沢商工会

館ミナパーク 出席対象者：会長またはＲ財団

委員長（どちらか１名）提出締切：9 月 14 日 

  

    ＜委員会報告＞  横江Ｒ財団委員長 

    前回及び本日、ご寄付頂いた方々を報告致します。

田所会員、竹田会員、金沢会員、阿部会員、豊岡会

員、冣住会員、池之上会員、また追加で小野会員と

諸隈会員。概算で、あと目標額まで、もう少し（700 ㌦

位）ですので、宜しくお願い致します。 

 

    ＜臨時理事会報告＞ 

    ①９月１日オンライン（Zoom）例会について。 

    ・前日までに：「敦煌」小会場の予約。Zoom 招待 

     URL の送付（委員会・スマイル報告は事前に 

     SAA に連絡）、事務局より例会お知らせを送付。 

    ・当日は 12:30～より開始（30 分程度を予定） 

     例会進行についての確認。敦煌参加者は例会終

了後、食事を用意（会場のみの予約が不可により） 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冣住 悦子会員 ２００９年８月４日 

 冣住会員より：入会して１２年目に入り、まだ新人の 

  つもりでいましたが、地区セミナーなどでも、ロータ 

リー歴は長い方になってきているので頑張ります。 

 

例会プログラム 

８月２５日卓話 小野 孝会員 

９月 １日Ｚｏｏｍ例会 １２：３０～ 

   ８日卓話 河野 崇会員 

     定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  黛 裕治会員 

ゲスト   邵 佳慧さん（米山奨学生） 

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 

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(7/28) 

４名 ８５．１９％ ９１．６７％ 

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

