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【新型コロナウイルス】
本日は、当クラブでは初めての完全オンライ
ン（Zoom）による例会です。1 月 8 日から緊急
事態宣言がなされたため、当クラブでも昨年 4
月に続き、2 度目の例会取り止めが行なわれ、
現状ではコロナ感染防止のため、オンラインと
いう形式を取らざるを得ないと思われますので、
ご理解とご協力をお願いし、本日は多くの会員
皆様にご参加頂けたことを感謝致します。
尚、当クラブ例会としては、本日が年明けの
1 回目の例会になりますが、既に 1 月に 2 回、2

当クラブ理事役員は 11 名おり、毎回ほぼ全員
のご出席があり、また事務局の江成さんも全て
の理事会に Zoom 参加しております。当クラブ活
動方針については、理事役員による慎重な審議

月に 2 回の理事役員会を Zoom 開催しております。 がされていることを報告させて頂きます。

【ＩＭについて】

当クラブとしては、第 5 グループの他クラブの

既に事務局からご連絡しておりますが、当クラ

協力も頂きながら、地区研修協議会ホストクラブ

ブがホストクラブとなり、3 月 6 日に千寿閣で開

を務めたいと思いますので、会員皆様のご協力を

催予定の今年度ＩＭは中止となりました。
これは、

宜しくお願い致します。

当クラブ理事会と櫻内実行委員長、福山ガバナー

この地区研修協議会についても、これから実行

補佐、田島ガバナー補佐との間で、Zoom や LINE

委員会を設置し、開催準備を行なっていくことに

などで複数回の協議が行われ、最終的にはガバナ

なりますが、次年度行事になりますので、田後エ

ー補佐のご判断により中止が決定されたものです。 レクトの下で、手続きをお進め頂く予定です。
会場予約をしていた千寿閣には、ぎりぎりまで
キャンセル期間を延ばして頂き、会場キャンセル

【2021.2.9 第５グループ A・B 合同会長幹事会

料は無しで中止できました。

（Zoom）の報告】

他グループの開催状況については、当地区の 9

※1/19 日の会長幹事会は緊急事態宣言にて、取り

グループの内、第 7 グループを除く 8 つのグルー

止め。2/9 日の会長幹事会は市民会館で開催予

プでＩＭは中止と決まったそうです。第 7 グルー

定でしたが、緊急事態宣言の延長により、Zoom

プは 5 月に延期して開催予定ということです。

による完全オンラインで開催。

当クラブでは昨年度にＩＭ実行委員会を設置し、

尚、第 5 グループＡ・Ｂの 2 つのグループによ

櫻内実行委員長を始め、各委員長皆様に複数回の

る合同会長幹事会は、2020 年 7 月に行なわれて

打ち合わせを開催するなどご尽力を頂いておりま

から、今回で 2 回目の開催で計 11 クラブの会長

したが、中止という結果になり、大変残念に思い

幹事が参加しました。

ます。ご準備に奔走して頂きました櫻内実行委員
長を始め各委員の皆様には、心より御礼を申し上
げたいと思います。ありがとうございました。
尚、次年度ＩＭにつきましては、順番により相

①次年度／2021－22 年度 RI 会長テーマ講演
次年度 RI 会長は、インドのシェカール・メータ
氏です。シェカール RI 会長から次年度テーマが公
表されております。

模原東 RC がホストクラブとなることが決まって

「奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために」

おります。

（Serve to Change Lives）
次年度テーマ講演については田後会長エレクト

【２０２２年の地区研修協議会について】
続いて、こちらも事務局から連絡済みですが、
2022 年 4 月開催予定の「地区研修協議会」ホスト

から詳細なご報告を頂けると思いますので、本日
はテーマタイトルだけご報告をさせて頂きます。
②今後の例会等の会合の開催

クラブを、
当クラブが務めることが決まりました。

2 月 2 日付でジョーン・ヒューコ RI 事務総長

2021 年 1 月のガバナー補佐連絡会議にて、佐藤

から世界中のロータリアンを宛名として「新型コ

祐一郎ガバナーノミニーから、2022 年地区研修協

ロナウイルス流行による重要な最新情報について」

議会のホストクラブは、
相模原中 RC の順番である

というタイトルのメールが送付されています。

という発言がされたことから、ガバナー補佐より
ホストクラブ依頼の連絡がありました。

RI 理事会は、本年度の残りの期間における RI
理事会と RI 委員会の全ての会合、および 2021 年

当クラブ全会員にアンケートを実施した上で、

ロータリー国際大会をバーチャル（オンライン）

理事会にて慎重に審議し、受け入れることを決め

で実施することに同意。そして、地域リーダー、

たものです。但し、当クラブ会員数が減少し、現

地区ガバナー、クラブ会長、その他の方々に対し、

在 28 名で、800 名程の来場者のある地区研修協議

本年度の残りの期間をバーチャル（オンライン）

会ホストを引き受けるには、マンパワーが足りな

で会合を開くように勧告するという記載です。

いというご意見も多く頂いたことから、第 5 グル
ープの他クラブにも協力をお願いしております。

RI 事務総長からの連絡を受け、久保田ガバナー
は 2780 地区全クラブ宛に「対面会議会合自粛の

お願い」を発行しており、当面 3 月 7 日まで対面
会合自粛期間とする旨の通知を行なっています。
これらの書面を読むと、3 月 7 日以降はどうす

◎津久井中央 RC（水野会長）
休会中。2 月 18 日に Zoom 例会の予定。

◎相模原橋本 RC（沼尾会長）

るべきかはっきりしません。地区方針として、RI

緊急事態宣言下で休会中。2 月 18 日から Zoom

事務総長のメールに従い、今年度の残りの期間を

例会の予定。年会費は 24 万円から半額とした。

全てオンライン会合するように勧告するのか、そ

◎相模原ニューシティーRC（鈴木会長）

れとも 3 月 7 日以降は対面例会を認めるのかにつ

1 月 28 日から Zoom 例会を開催。次年度に 5 周

いて、
現状でははっきり決まっていないようです。

年記念を開催予定。地区補助金も申請予定。年

2 月 9 日の会長幹事会で、緊急事態宣言解除後
の地区方針について、私が質問したところ、ガバ

会費も減額している。

◎相模原南 RC（渋谷会長）

ナー補佐の回答は、ガバナーに確認してから回答

緊急事態宣言下で休会中。但し、お試し Zoom

したいというものでした。

例会を 2 回開催。本日、初めて完全 Zoom で例

このような状況を踏まえ、当クラブの今後の例

会を開催。それなりの出席者があり、完全 Zoom

会予定も現時点では未定です。次週は祝日休会で

で例会を続ける予定。緊急事態宣言が明けたら、

すが、3 月 2 日以降の例会開催について、対面か、

ハイブリッドにする予定。年会費は減額を検討

オンラインで実施か、それとも取り止めかについ

しているが、規則に反しないよう、お見舞金を

ては、地区方針や他クラブ動向も確認し、また本

支給する方法を検討中。また米山奨学生が規定

日の Zoom 例会の検証も行ないながら、
最終的に当

違反で資格喪失のため、撤回の要望書を提出。

クラブ理事会にて決定したいと考えております。

◎相模原東 RC（坪井会長）

③今後の地区行事

休会中。2 月 15 日に 30 分という時間を区切って

・2 月 27 日地区チーム研修セミナーは、オンライ

リアル例会を開催し、今後の例会運営を審議予定。

ンにより開催。
・3 月 13 日ペッツ（PETS）は、ハイブリッドによ
り開催。

◎相模原西 RC（井上会長）
昨年からハイブリッド例会を開催。1 月から休会
しているが、2 月 24 日は Zoom 例会を予定。1 月に

・4 月 18 日地区研修協議会は、開催方法が未定。

理事会をリアルで開催。2 月もリアルで理事会を

④地区の会員数

開催する予定。年会費は減額していないが、次年

2020 年 12 月に、第 3 グループに新クラブ「イ

度に向けて減額を検討中。5 月に 40 周年記念式典

ノベーションゲートウェイ湘南」が、会員数 25

の予定だったが、会員のみ参加の記念例会とする

名で誕生しました。2020 年 12 月末時点の当地区

ことに決定。但し、記念事業は予定している。

会員数の増減は、35 名の増加。
⑤新米山奨学生について
40 名の応募があり、22 名の合格が決定。現在、
ホストクラブの募集が行なわれている。

◎相模原柴胡 RC（横山会長）
休会中。オンラインでは予定は無し。3 月 8 日に
緊急事態宣言が終了後、リアル例会を開催予定。
◎相模原かめりあ RC（小原会長）

⑥第５グループ各クラブの近況

これまではサテライトを設けていたが、年末から

◎相模原 RC（宮崎会長）

完全 Zoom 例会を開催。1 月は職業奉仕月間で、地

12 月 20 日にＸマス例会を開催。例会は 1 月 14

区の研修 DVD を Zoom で流し、皆で考えようという

日から再開予定だったが中止。2 月 18 日から、

企画や、ユーチューブを使っての企画も行なった。

Zoom で開催予定。年会費は減額せず、通例どお

オンライン例会で、ユーチューブ動画や映画を鑑

り集めている。

賞し、会員間で話し合いの場を設けた。また 3 名

◎グリーン RC（斎藤会長の代わりに福山 AG）
休会中で、Zoom 例会の準備は進んでいない。年
会費は前期 13 万円を免除、
後期は半額とした。

の会員がコロナ禍における近況報告を行い、好評
だったので、今後も継続予定。
（※紙面上、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
●佐々木会長、小崎幹事

①インドからの緊急国際支援要請に対するご報告

皆さん、こんにちは！今年初めての例会となり

昨年、ニューデリー南西 RC よりコロナ感染患

ます。改めて、新年明けましておめでとうござ

者搬送用車両の緊急支援要請が届き、募金の協

います。緊急事態宣言の最中、いかがお過ごし

力を頂きました件で報告致します。ロータリー

ですか？ 例会は取りやめとなっておりました

財団の承認を受け、2021 年 1 月 13 日に送金し

が、その件を始め、IM の件、次年度地区研修協

ました。送金額 16,407.25 ドル（RI レート 104

議会のホストクラブを、受けるか否かについて

円で、約 170 万円）

など、毎週 Zoom での理事会を実施しておりま

②対面会議・会合自粛のお願い

した。理事役員の皆様ありがとうございました。

ジョン・ヒューコ RI 事務総長より、国際ロー

早く通常例会が開催できることを願います。

タリー理事会の方針として、本年度残りの期間、

●横溝 志華会員

バーチャル（オンライン）で会合を開くよう勧

誕生日の記念品を頂きました。ありがとうござ

告するとの書簡にて、当地区の各クラブに対し、

います。

当面、次の日程内の対面会合をオンライン会合

●金沢 邦光会員

に変更頂きますようお願い致します。

本日は初めての正式 ZOOM 例会ですね。失敗も

自粛期間：2021 年 3 月 7 日まで（期日変更の

あるでしょうが＜雨降って、地固まる＞です！

場合は、改めてご連絡致します）

気楽にいきましょう。
●最住悦子会員、老沼秀夫会員、中里和男会員

例会プログラム

やっと今年初めての例会ですね。皆さん、お元

２月２３日祝日休会

気でしたか。早く実際にお会いできるといいで

３月 ２日未定（理事会協議後、ご連絡）

すね。今月お祝いの皆様、おめでとうございます。

定例理事会（Zoom にて予定）
９日通常例会 再開予定

誕生日祝は宅配便にてお届け
〇会員誕生日祝

例会記録
点

鐘

１２時３０分

・早川 正彦会員

２月１４日

司

会

豊岡 淳ＳＡＡ

・横溝 志華会員

２月２４日

斉

唱

ロータリーソング「我等の生業」

出席報告 （Zoom）

〇入会記念日祝
・竹田

繁会員

１９８２年２月 ２日

・田所

毅会員

１９９１年２月２６日

・甲斐 美利会員

１９９１年２月２６日

・阿部

毅会員

１９９４年２月 ８日

・早川 正彦会員

２０１１年２月 １日

●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

会 員

出席（出席対象 21 名）

２８名

２１名

欠席者

本日の出席率

３名

８７．５％

事前メイク者
０名
修正出席率(12/22)
８５．１９％

●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
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

