
第 2049 回例会 

９月１日  №８

６ 

 

●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 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｚｏｏｍ】 

本日は、当クラブとして初めて Zoom による例会

の開催を行なっております。オンライン中継が不

十分な点があるかもしれませんが、ご容赦下さる

ようお願い致します。本日の Zoom 例会は、緊急事

態が起きた場合に備えて試行を行なったものです。 

次週から、また敦煌において例会を実施しなが

ら、Zoom も併用するという方式に戻ります。Zoom 

で行う場合でも、できる限りスムーズな形で進め

たいと思いますので、改善すべき点等がありまし

たら、会長又は幹事までご連絡下さるようお願い

致します。 

【第５回会長幹事会のご報告】 

先週（8月25日）、第５グループＢの会長幹事

会が敦煌にて開催され、そのご報告を致します。 

出席者は田島ガバナー補佐、関口グループ幹事、

６クラブ（西、南、東、柴胡、かめりあ、中）の

会長・幹事、地区会員増強維持委員会の岩澤副委

員長と湯山委員で、まず田島ガバナー補佐から、

8月4日に行なわれた第２回ガバナー補佐連絡会

議の報告がありました。 

・インド・ポリオワクチン普及キャンペーンで、

当地区が毎年お世話になっているインドのロ

ータリークラブから、デリー首都圏でコロナ患

者を搬送するため、救急車２台を購入するプロ

ジェクトに協力してほしいと、依頼のメールが

届きました。2780地区としても毎年お世話にな

っているクラブからの打診なので、何らかのお 

     手伝いをしたいと考えています。 

 

 

 

・9月19日に地区ロータリー財団・補助金管理セ 

ミナーが藤沢商工会館にて開催されますので、 

各クラブから１名は必ず参加下さい。また地区 

ロータリー財団の田中委員長から、財団ハンド 

ブックが各クラブに贈呈予定です。 

・ガバナー公式訪問がスタートしており、8月4日 

時点で４クラブの公式訪問が終了。面談でもオ 

ンラインでも、ガバナーは対応するとのことで 

したが、今のところオンラインでの公式訪問の 

クラブはありません。今後、ガバナー公式訪問 

されるクラブは、ガバナーへの質問や地区への 

要望等がありましたら、事前にお知らせ下さい。 

・地区大会は10月18日の1日のみ、食事なし、3時 

間前後で実施される予定。参加者は各クラブ会 

長・幹事の２名としていますが、会長エレクト 

を加えるかどうか検討中。全員登録で1人8,000 

円を徴収済みのため、今後、返金を考慮中です。 

・2780地区では毎年、9名の高校生を海外9か国へ 

派遣してきましたが、2020年度青少年交換プロ 

グラムはコロナ感染の影響で中止となりました。 

今年度派遣予定の学生に対して、2021年青少年 

交換プログラム参加の希望調査をし、希望する 

学生は次年度の派遣候補生の権利を継続するこ 

とになりました。そのため、今年度2021年度の 

派遣募集及び選考は行われません。 

・8月22日に、米山奨学セミナー・カウンセラー 

研修会が藤沢商工会館で開催され、当クラブか 

らも担当者が出席しています。セミナー後の質 

疑応答で、奨学生の割合が東アジアに偏り過ぎ 

ているのではという質問があり、地区から公平 

に試験の結果であるとの回答がありました。 

尚、このセミナーの資料として、中国からの奨 

学生で、崔さんの『出会い』と題する投稿が紹介 

されておりましたので、抜粋してご紹介致します。 

＜紙面上、次週号に掲載にて＞ 

 

次に、地区会員増強維持委員会の岩澤副委員長 

のお話がありました。 

・2780地区では6月末の時点で、会員数がマイナス 

100名という結果で、厳しい現状の中、何故ロー 

タリークラブを続けるのか、その意義を会員に 

感じて頂く必要があるという説明がありました。 

 



 

 

・11月28日予定の会員維持セミナーはコロナ感染 

防止の観点から、中止が決まりました。 

・地区増強委員会として、クラブから卓話依頼が 

あった場合は各クラブのニーズに応じて、個別

に対応していく。クラブ毎に状況がだいぶ異な

っていることから、各クラブ会長・幹事・委員

長と対話をした上で、各クラブの実情に沿った

卓話を実施したく、またオンラインでの卓話依

頼も受け付けています。 

・「新会員の集い」は今年度、地区クラブ管理運

営委員会ではなく、増強委員会が担当すること

になっており、年度内に実施する方向で日程を

調整中とのことです。 

最後に、第5グループＢの各クラブから近況

報告がありました。 

〇南RC：例会は年度計画通りに実施。米山奨学

生が、コロナ感染症を怖がって例会出席を控え

ていましたが、本日初めて例会に出席しました。

また3月31日に予定の「50周年記念事業」は、

クラブ会員のみの参加という形で実施予定。 

〇西RC：例会は変更なく、年間プログラム通り

で開催。前半はコロナの関係で奉仕活動（イベ

ント）等は中止し、下期へ向け軌道修正したい。

クラブで検温器を購入し、先週より例会場に入

る前に、検温を実施。 

〇東RC：元会員2名が再入会したため、次週のガ

バナー公式訪問の際に入会式を実施予定。 

〇かめりあRC：月2回の例会（1回は対面例会、1

回はLINE例会）を実施。ただ会員に医療従事者

が多く、対面例会には出席しづらいという意見

が出され、急遽、対面例会を取り止めて、LINE

例会に切り替えたことがあり。緊急理事会を開

催し、非接触型の検温計や除菌用具などを購入

しました。LINE例会は89％程度の出席率ですが、

Zoom例会に切り替えたいと考えています。 

〇柴胡RC：7,8月は通常通り、昼間3回、夜間1回

の例会を開催してきたが、9,10月は月2回に減

らすことになり、第2週が昼間例会、第4週が夜

間例会になります。8月24日夜間例会にガバナ

ー公式訪問が実施され、ガバナーが非常にフレ

ンドリーに対応して頂き、会員にとってもとて

も楽しい公式訪問になりました。 

（紙面上、一部要約にて掲載） 

 

 

＜委員会報告＞  （要約にて） 

〇姉妹・友好クラブ委員会    横溝委員長 

 先週、台中文心RC会長とメールでやり取りし、台湾 

は現在、感染拡大も無く、普通に生活しており、クラブ 

会員も皆元気とのことです。来年６月の国際大会（台 

北）には、ぜひ来て下さいとのことですが、もう予約が 

満杯のホテルもあるそうで、次週例会より国際大会の 

参加予定を回覧します。多くの参加をお願いします。 

〇インターアクト委員会      横溝委員 

 ７、８月に地区委員会があり、対面会議は難しい状 

況でZoom対応となりますが、学生達の場合、保護者 

の承諾書が必要となるため、光明学園はインターの 

生徒数が多いのですが、顧問の金子先生に承諾書 

の提出をお願いしました。 

 

＜敦煌でのZoom例会 参加者よりの感想＞（要約） 

・時代が変わったなと実感します。コロナが早く 

 収束してほしいと思います。 

・やはり、皆さんの顔を見ながらの対面の例会が 

 良いですね。 

・1週間前に新しいスマホに替え、初めてZoom 

 を経験しています。付いていくのが大変です。 

・私もZoomに取り組んでいます。今日のZoom 

例会は出席率が95％で、すごいですね。 

・皆さんが今いるのは会社、それともハワイ?! 

・それぞれの場所から参加できるのは良いことだ 

 と思います。私も早くZoom参加したいです。 

・当クラブは、アナログ人間が多いですね・・。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

  

 

●佐々木会長、小崎幹事 

本日は当クラブ初の試みとなる「Zoom 例会」 

です。敦煌さんのご協力もあり、第 5 グループ 

の中でも先進的に、オンラインを取り入れるこ 

とが出来ております。 

皆さん、無事に例会に参加できていますでしょ 

うか？ イメージ通りの開催になっていること 

を祈ります。 

●金沢 邦光会員 

 アフリカでのポリオ根絶が、正式に発表されま

した。あとはパキスタンとアフガニスタンで、 

もう一歩ですね！ 

●横溝 志華会員 

 本日、当クラブ初めての Zoom 例会です。手間 

をお掛けした皆様、お疲れ様です。 

●豊岡 淳会員 

 今日の Zoom 例会を踏まえて、皆様からのご意 

見をお待ちしております。宜しくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

 Zoom 例会に参加します。宜しくお願いします。 

 

       例会プログラム 

９月 ８日卓話 河野 崇会員 

               定例理事役員会 

       １５日ゲスト卓話 相模原警察署 

           交通担当次長 山口 富司氏 

       ２２日祝日休会 

 

    

 

 

 

 

●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 

 

 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①クラブ活動状況アンケート調査ご協力のお願い 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響で、通常例 

会の開催や奉仕活動の実施が難しく、地区委員 

会としては各クラブの活動状況を早急に調査し、 

各クラブに対し、オーダーメイドなフォローを 

考えております。アンケート調査にご協力をお 

願い致します。返信期限：9 月 11 日必着 

②第３回 インター・ローターアクト委員会開催 

のご案内 

 下記にて開催しますので、提唱クラブよりイン 

ターアクト委員のご出席をお願い致します。ご 

欠席の場合は代理の方の手配をお願い致します。 

日時：9 月 12 日（土）13:00～15:00  

場所：第一相澤ビルまたはＺｏｏｍ参加 

 返信締切日：9 月 8 日 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  Zoom 例会、及び「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 (You Tube にて) 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

（※Zoom 出席者１６名、敦煌出席者１１名） 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０  

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２７名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/18) 

１名 ９６．５５％ ８８．８９％ 

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


●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 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 


