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3 月 30 日 №26
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 小崎 直利

委員会報告「奉仕事業について」
本日は奉仕事業について、卓話かクラブフォ
ーラムでという話もありましたが、少し長めの
委員会報告として説明させて頂きます。
当初、昨年 10 月に予定していた＜チャレン
ジ・チルドレン、遊びのフェスティバル＞を延

奉仕プロジェクト委員長

金沢邦光

・日常生活だけでも大変で、余暇活動に制限が
ある。
・さらに、コロナの影響で基礎疾患がある障が
い者の方は余計にリスクが高く、活動に制限
が出ている。

期して今年 3 月にしましたが、更に規模を縮小

・昨年 10 月に市の後援で「遊びのイベント」を

して再々延期し、外で行える企画としました。

企画していたが、コロナの影響で中止に。

日程：５月９日（日）10 時～17 時（小雨決行）

＜内

場所：
「鹿沼公園」正門 （JR 淵野辺駅前）

・障がいがあっても、身近な地域で余暇活動を

対象者：障がいをお持ちの方とその家族

容＞

楽しめる。

＜プロジェクト名＞

・景観の良い鹿沼公園で、人力車に乗る。

「人力車に乗ろう（for Challenged Person）
」

・安全に配慮し、理学療法士が乗車や降車をサ

主催：相模原中ロータリークラブ
ＮＰＯ法人もあぴーす
後援：相模原市役所

＜背

景＞

・障がいがあって、なかなか遠出できない。

ポート。
・1 組 20 分（乗車・降車時間を含む）
、無料

＜感染対策＞
〇マスク着用 〇手指消毒
を取り、時間を分けて実施

〇あらかじめ予約

の桜が楽しめ、１年で最も美しい季節といえるか
と思います。
既に事務局からご連絡の通り、先週（3/23 日）
の臨時理事会の決議により、来週（4 月）からは
ハイブリッド形式で例会を開催することとします。
4 月 6 日（火）例会から、敦煌を会場としてお昼
を食べながらの例会を再開し、Zoom を利用したオ
ンライン例会も併用しますが、3 月 21 日に緊急事
態宣言が解除されてから、コロナ感染者が次第に
増加しているとの報道もあります。感染対策に十
分注意しながら、例会を再開予定です。
例会場にお越し頂く皆様には、食事以外の際は
常時マスクを着用して頂き、手指のアルコール消
毒にご協力と、また体調のすぐれない方は無理を
なさらず、オンラインによるご参加をご検討下さ
るよう、宜しくお願い致します。

＜相模原中 RC 旗争奪・ジュニア夏季大会＞
相模原市少年野球協会から、例年は７月に開会
式を行なっていた「相模原中 RC 旗争奪・ジュニ
ア夏季大会」は、今年は 5 月下旬に開会式を行い、
7 月下旬頃に閉会（表彰）式を行うスケジュール
当日の人力車の俥夫は、浅草では有名な岡崎屋

で開催予定であるとの連絡がありました。

惣次郎さんともう 1 台、計 2 台。1 時間に 3 組で

これは、従来は地区選抜で 15 チームの試合で

計 17 組、2 台で 34 組の予定です。会員の方々に

したが、コロナの影響でグランドが使用できず、

お手伝い頂くことは、午前と午後の 2 部に分けて、

各地区での選抜ができないため、基本的に全チー

鹿沼公園の外周を走るため、交通安全（計 3 か所

ム（登録は 77 チーム）が参加の試合日程となる

に立って頂く）や受付などになります。

ため、開会式～閉会式まで、約 2 ヵ月を予定して

また会員用の駐車場に、鹿沼公園の正門（パー
キング用コーンを準備）と、その他に櫻内会員の
会社が近いので、駐車場をお借りします。

いるとのことです。
尚、開会式は全（77）チームが参加すると密に
なるので、代表者の参加のみか、チームを選出す

相模原市の後援もいただき、広くアピールでき

るかはコロナ感染状況をみながら検討するため、

る活動にしていきたいと思います。次週例会より

現時点では開催方法は未定であり、日程や詳細は

出欠表を回覧させて頂きますので、多くの皆様の

4 月末頃までに決定し、連絡しますとのことです。

ご参加をお願い致します。

（概要にて掲載）

また協賛金についても宜しくお願いしますとの
ことなので、当クラブでは今年度予算に入れてお
り、開催される場合は、もちろん協賛金はお出し
することになると思います。詳細な情報が入りま

＜満開の桜のもと次週からハイブリッド例会＞
本日は、当クラブで 5 度目の完全オンライン
（Zoom）例会です。昨日は関東地方でも 25℃を

したら、またご報告致します。

＜危機管理発動事案のご報告＞
既に事務局からご連絡の通り、危機管理発動

超す夏日となり、桜が各地で満開となりました。

事案に関して、2780 地区から大変残念なお知ら

相模原でも市役所通りを始め、多くの場所で満開

せが入っております。↗

当地区内の某ロータリークラブ内で、40 代の男

3.教師と父兄の関係は児童教育以外に出ないこと。

性会員が新会員にストーカー行為を行なったとい

4.中途入学は許可しない。優秀児を選ぶこと。

うものです。詳細は先日、事務局から送付した書

5.言語服装と容儀を正しくすること。

面に記載されており、ご一読下さるようお願い致

6.人に迷惑をかけるな。

します。ロータリアンは言うまでもなく、高い倫

7.誠実を第一として虚偽、偽善を嫌う。

理観と道徳心を持つ職業人の集まりですので、改

この学校方針には、子ども達を受け入れるから

めて襟を正して、ロータリー活動を進めてまいり

には自分の学校がその全ての面倒を見ること、中

たいと考えております。

途半端な気持ちで入学されては困ること、言葉遣

しょうかかい

＜米山奨学生 邵佳慧さん＞
当クラブが世話クラブとなり、最住会員にカウ

いや服装には常に気を使い、礼儀を重んじること、

ンセラーをお願いしていました邵佳慧さんが、今

様に迷惑をかけるような人物にだけはなるな！と

月（3 月）で青山学院大学を卒業され、邵さんに

いう人生哲学が反映されているように思います。

クラブから卒業祝を贈るため、3 月 26 日（金）に

また米山梅吉翁は個人的にも、何人もの苦学生

最住会員、早川会員、横溝会員、小崎幹事と私で、

の面倒を見ておられたそうです。佐々木信綱さん

送別会を開かせて頂きました。

という方が、「実は高校は出たが学費が続かぬた

邵さんは、
先日の Zoom 例会にも参加してくれま

誠実を第一とし、嘘をつくなどもってのほか、人

めに大学に進めない優秀な学生がいるのですが、

して、本来であれば例会に出席頂き、会員皆様か

面倒を見て頂けないでしょうか。」と持ち掛けた

らも激励の言葉を頂きたかったのですが、コロナ

時、米山梅吉翁は快く 3 年間の援助を引き受けら

対策のため少人数での送別会の開催としました。

れて、その第 1 回分の学費を出した時、
「決して

今後、
邵さんは都内のＩＴ企業に就職が決まり、

先方には米山という名前を告げてくださるな。

４月からシステムエンジニアとして仕事をされる

ただ遠くから見守っている者があると激励して渡

とのことです。邵さんも、皆様にお会いできない

してください。
」と述べたそうです。

まま卒業するのはとても残念で、是非また会いた

後に、この学生は旧制高校の教授となり、更に

いとのことですので、今後の例会や奉仕活動に参

大学教授にまで出世されたそうです。米山梅吉翁

加されることがあるかもしれません。その際は、

の行動は世のため、人のために尽くして、決して

また励ましの言葉をお願い致します。

恩に着せないという点で一貫していました。

＜米山梅吉翁＞
邵さんの送別会に参加して、悩み事等をお聞き

米山奨学生という制度は、米山梅吉翁がお亡く
なりになった後、東京 RC が米山梅吉翁のこのよう

し、ロータリアンとして奨学生とどのように向き

な功績を記念して作られたものです。私も米山奨

合うべきかを考えました。そこで改めて、米山梅

学生に接する時には、米山梅吉翁のような信念を

吉翁に関する書籍を読んでみました。
これは昨年、

持って、奨学生が立派な社会人になり活躍できる

私が会長に就任の際に川合会員からお借りした

よう、サポートしていきたいと思いました。

「米山梅吉と日本のロータリー」
という書籍です。
ご存知のとおり、
米山梅吉翁は 70 歳を迎えた時
に、青山学院内に私財をもって財団法人緑岡小学

（一部要約にて掲載）

＜臨時理事会報告 2021.3.23 日分＞
①４月からの例会予定について

校を建設し、自ら校長になっています。この時、

通常例会を実施。12:30～「敦煌」にて

米山校長は小学校経営方針７つを掲げています。

Zoom とのハイブリット例会とする。

1.小学校の費用は、完成するまで米山が全部支出

②相模原東 RC 事務局兼任による経費の件

する。従って学校後援会、保護者会等の後援団
体は認めない。
2.児童の教育は学校の手によって行う。父兄は学
校を信じて任されたい。

・賃貸料、リース代、通信費などは中・東・柴胡
の人頭割負担を基本とする。
・事務局給与は現在の支給額を基に３クラブにて
協議する。

＜次年度理事役員会 2021.3.30 日分＞
①次年度理事の補欠選任の件
次年度奉仕プロジェクト委員長は、金沢会員か
ら黛会員に交代を承認。
②次年度委員会組織表（案）の件
（案）を承認。4 月 6 日例会で全会員に配布し、
田後会長エレクトより発表。
③次年度 例会場の件

●佐々木会長・小崎幹事
①皆さん、こんにちは！今年５回目の完全 Zoom 例会
です。来週からは、いよいよ敦煌にてハイブリッドの
例会を予定しています。
②藤本会員、先週は素晴らしい Zoom 卓話、ありがとう
ございました。
③3/26（金）に早川会員、冣住会員、横溝会員、会長・

市民会館のレストランが 3 月末にて撤退により

幹事の５名で、敦煌にて劭さんの卒業祝を兼ねた

引続き、
「敦煌」にて承認。

会食を行いました。コロナ禍であまりお話しする機会

④次年度 年会費の件

が持てなかった一年でしたが、とても楽しんで頂けた

細則改正により、次年度も年間 24 万円→22 万
円にて予定。

ようです。
●最住 悦子会員

⑤次年度地区・研修協議会 会場の件
一応、麻布大学で打診する。

４月から通常の例会ですね。皆様に会えるのを楽し
みにしています。
●豊岡 淳会員
次回の例会から通常例会に戻れそうですね。会場

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

監督として Zoom 例会よりもリアルな通常例会での司

①危機管理発動事案の報告とクラブ及び全会員

の方が気分も盛り上がります。本日の例会が最後の

へのお願い（※文書は全会員に送付済みにて）
②2021 年地区研修・協議会オンライン開催ご案内

【全体会議】4 月 18 日（日）午後 1 時～3 時

完全Ｚｏｏｍ例会になることを期待しております。
●阿部 毅会員
親睦担当の役割が果たせない事態が続きましたが、

ガバナー始め、地区スタッフによるライブ配

来週からのリアル例会への復帰が楽しみです。とは

信形式にて開催。

言え、恐怖感の伴う変異ウイルス感染に十分な備え

【テレワーク研修】
（分科会に代えて）

で実施できるよう会員の理解を共有していきましょう。

My Rotary のラーニング＆参考資料より、役
職の皆様には指定されたラーニングセンタ
ーコースから役職毎に指名コースを受講す

４月６日卓話 横江 利夫会員

る。詳細は４月上旬に案内。

定例理事役員会

【対象となる次年度役職】
（以下、次年度）会
長、幹事、クラブ管理運営・公共イメージ・

会

会員増強・奉仕プロジェクト・青少年奉仕・

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

２８名

２２名

０名

ロータリー財団・米山奨学・研修リーダーの

欠席者

本日の出席率

修正出席率(3/16)

各委員長、新会員（入会３年未満の全会員）

１名

●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

員

９５．６５％

８７．５％

●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

