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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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長      

2021-2022 年度会長を務めさせて頂きます、

田後隆二です。どうぞ宜しくお願い致します。 

私は 2011年 7月に櫻内さんの紹介で入会し、 

ちょうど 10年が経過しました。櫻内さんから 

誘われたのは、その年の 1月か 2月で、即入会

していたら、もっと早く会長を務めていたかも

しれません。入会当初のイニシエーションスピ

ーチでは「雑巾がけから始めます」と宣言して

いたと思います。若くして業界団体の神奈川県

トップに就任しており、自らを戒める思いでし

た。その後 10 年を経て、とうとう会長のバト

ンが回ってきました。初心を忘れることなく、

当クラブの発展に微力を尽くしてまいります。 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

田後 隆二 

それでは今年度の主な目標（実施計画）につ 

いて、少し詳しくお話ししておきます。 

(1) 会員維持に努めながら、足で稼ぐ会員増強 

活動を積極的に展開し、純増 2 名以上、女性会 

員比率 15％以上を実現します。 

近年では 40周年時の 40名をピークに会員減 

少が止まらない状況で、クラブ存続の危険水域 

に再び入ってしまった感があります。だからと 

言って、焦燥感や悲壮感を持って会員維持・増 

強活動に臨む姿勢は好ましくありません。 

新会員候補者の情報をキャッチしたならば、 

すぐ会いに行き、明るく楽しくロータリーの魅 

力を伝えられれば、自ずと良い結果につながる 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

のではと思い、それを実践する覚悟でいます。 

(2) 新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつ 

つ、世界ポリオデー、ロータリー奉仕デーに積極 

的に参画します。 

世界ポリオデーは 10月 24日、ロータリー奉仕

デーは来年前半に行われる予定で、いずれも地

区・第 5グループの企画に参画となります。他ク

ラブ会員と接触することで、人的ネットワークを広

げる機会でもあり、積極的な参加をお願いします。 

(3) 「例会は、いつも楽しく、にこやかに。」をモ

ットーに、会員相互のさらなる融和を図ります。 

 新型コロナウイルスの感染状況によっては、ハ 

イブリッド形式による例会開催も継続します。 

例会出席は、親睦活動の基本であることは言う

までもありません。一日も早く新型コロナウイル

ス感染症が収束し、円卓を囲んで、にこやかに会

食・歓談できる日が来ることを切望します。 

Zoomによる例会出席は、多忙な会員には便利だ

と思いますが、例会において親睦を図るという目

的を果たすことには適しません。あくまでも新型

コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定措

置と位置づけたいと思います。 

昨年度は、地区委員会の用務で地区内 10 クラ

ブほどを回り、他クラブの例会運営を知る機会を

得ました。その経験を当クラブの例会運営に活か

していければと思います。 

(4) 有意義な奉仕活動や創立 45 周年記念事業など

を題材に、地域メディアを最大限活用し、ロータ

リーの公共イメージ向上に寄与します。 

昨年度、第 2660 地区が実施した「ロータリー

クラブ」認知浸透度調査によれば、ロータリーの

認知度は、我々会員がイメージするより、かなり

低いことが分かります。会員増強のためにも、公

共イメージ向上に、さらに注力していく必要があ

ると感じています。 

(5) ロータリー財団寄付：年次基金 200 ㌦以上/会

員・ベネファクター1 名以上・ゼロ会員ゼロ、ポ

リオプラス寄付：40 ㌦以上/会員、米山記念奨学

金寄付：2 万円以上/会員・ゼロ会員ゼロを目指す。 

今年度も、会員各位のご理解・ご協力を宜しく

お願い致します。特に財団寄付は、地区財団資金

推進委員長の立場からも切にお願い致します。 

 

 

 

自己紹介に代えて、第 2780地区での経験を紹 

介しておきます。地区で学んだことをクラブ運営 

に活かせればと思います。 

2017-18年度（大谷年度）：地区副幹事を務めま 

した。地区に出向するのは、クラブ会長を経験し 

てからというのが大方のセオリーですが、この年 

度にガバナー補佐を務める金沢さんから、「お前 

みたいなのは、早く地区へ行った方が良い」など 

と言われ、職務内容もよく判らずに、うっかり OK 

してしまいました。他クラブに多くの知り合いが 

でき、大変良い経験をさせて頂いたと思いますが、 

このことが、その後、地区から抜けられなくなっ 

たきっかけなので、かなり後悔しています。 

2018-19年度（脇年度）：財団小委員会の平和 

フェロー・奨学金・VTT委員会に委員として入り 

ました。前年度に副幹事として担当した委員会で 

すんなり馴染むことができ、財団奨学生の選考に 

関わったり、財団学友の卓話に同行して各クラブ 

を回ったり、新たな経験を積むことができました。 

2019-20年度（杉岡年度）：財団中委員会の補助 

金委員会の副委員長を務めました。1月の相模原 

商工会議所賀詞交歓会で、杉岡 GE（当時）から 

「副委員長よろしく！」と言われ、「なに冗談言 

ってるんだろう」と思いましたが、正式に委嘱状 

が届き、驚嘆したことを覚えています。地区チー 

ム会議（委員長・副委員長会議）で勉強させられ、 

少しずつ地区のことも分かるようになりました。 

この年度はクラブ幹事も兼務していて、会長幹事 

会と財団合同委員会の日程がほとんど重なり、委 

員会には迷惑をかけてしまいました。 

2020-21年度（久保田年度）：財団小委員会の資 

金推進委員会の委員長を務めました。11月の財団 

月間卓話を中心に忙しい思いをしました。資金推 

進委員会の役割は、大口寄付やロータリーカード 

の推進、財団功労賞など候補者推薦等々、多岐に 

亘ります。新型コロナウイルス感染症の影響が重 

なり、十分な活動ができず反省しています。 

2021-22年度（田島年度）：財団小委員会の資金 

推進委員会の委員長を再び務めます。クラブ会長 

との兼務は無理だと断りましたが、大谷財団委員 

長からの強烈な指示でお引き受けし、クラブと地 

区のどちらにも迷惑がかからないよう頑張ります。 

（一部要約にて掲載） 



 

 

    幹事挨拶          阪西 貴子 

今年度に向けての計画などは、田後会長から説

明して頂いたので、私は入会して 7 年程になりま

すので、改めて自己紹介をさせて頂きます。 

     私は外資系企業に 10 年程勤めていまして、主

に秘書とマーケティングを担当していました。外

資系なので日本企業とは違って、上司も役職では

呼びません。全て対等の立場の呼び方で、「〇〇

さん」でしたし、いわゆる「お茶くみ」や「コピ

ー取り」もなく、自身ですることになっていて、

また勤務中にフレックスタイムもあり、かなり自

由な雰囲気の会社でした。 

     やがて職場結婚して妊娠し、仕事は充実してい

たのですが、体調を崩して、子育てに専念するた

め会社を辞めて、専業主婦となりました。そして、

子供も手が掛からなくなってきて、何かしたいと

思うようになりました。 

 ただ何も資格も持っていなかったので、とりあ

えず簿記の勉強を始めたところ、結構おもしろく

なって、資格を取ることに夢中になり、幸いにも

簿記関係の出版会社に勤めることができ、資格を

活かすことができました。 

     その後、同僚から他の資格も取ってみたらと言

われて、行政書士の勉強を始め、試験には何とか

ギリギリ?!で合格できました。そして、神奈川県

で開催されていた開業セミナーに参加し、思い切

って開業して現在に至ります。 

     ロータリーに入会したのが開業 4 年目で、田後

さんから誘われました。当初、ライオンズとの違

いも何も判らずに入会しました。私と事務員 1 人

の小さな事務所ですが、ここ最近は忙しくなって

きて、ロータリーも欠席がちになり、このまま続

けるかどうか悩んだこともありますが、冣住さん

や横溝さんと中国・大連に旅行に行ったり、例会

に来れば、会員皆様からもお声がけ頂いたりして、

何とか続けることができました。 

     今年度は幹事として、皆様にしっかりと情報や

報告を伝え、会長の補佐をしていきたいと思いま

すので、一年間宜しくお願い致します。 

（概要にて掲載） 

 

 

 

      

 

私の方針について少しお話しさせて頂きます。 

今年度は、「楽しくなければ、ロータリーじゃな 

い！」をスローガンに、さらに魅力的で活気に溢 

れたクラブの構築を目指します。 

今年度の目標は、何と言っても会員維持・増強 

です。楽しみ方は、人それぞれ違うと思いますが、 

会員誰もが「ロータリーは楽しい！」と感じてい 

なければ、会員維持・増強には結びつきません。 

特に「例会は、いつも楽しく、にこやかに。」を 

モットーとします。本当は、夜間例会を月 1回ペ 

ースで行いたいところですが、相変わらず新型コ 

ロナウイルス感染症がまん延している状況ですの 

で、辛抱することにします。年末家族例会、新年 

夜間例会、年度最終例会が盛大に開催できること 

を祈ります。 

昼間の例会においても、私はテンションを高め 

にして臨むこととしますので、ご承知おき下さい。 

先輩方からは「ふざけてるんじゃないか？」と、 

お叱りを受けるかもしれませんが、一切のご批判 

は受け付けません。節度は保ちながら、皆さんも 

ぜひ同調していただければ幸いです。 

 

＜理事会報告＞ 

①光明学園相模原インターアクトへの支援金の件 

 収支決算書の提出。残高２７，１３９円（今年４月末） 

  青少年奉仕予算より、５万円を承認。 

②「ロータリー奉仕デー」の活動 検討について。 

  黛奉仕プロジェクト委員長より説明。活動内容は、 

  クラブフォーラムにて意見を聞く。 

③台中文心ＲＣより、熱海災害のライン連絡について。 

  台中文心ＲＣでお見舞金を検討。当クラブとの救援 

活動の依頼は、募金活動などで協議する。 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

新しい年度が始まりました。会長、幹事ともに 

微力ながら精一杯務めさせて頂きますので、皆 

様ご指導の程、よろしくお願い致します。 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

●老沼 秀夫会員 

①田後会長、阪西幹事、理事役員の皆さん、体に 

気をつけて頑張って下さい。 

②脊柱管狭窄症の手術のため、永らくお休み致し 

 ました。体に気をつけて頑張ります。 

●佐々木 敏尚会員 

①田後会長、阪西幹事、一年間どうぞ宜しくお願 

 い致します。 

②私は一年ぶりに会長席を離れ、一般席に座るこ 

とができ、心底ホッとしています!(^^)! 

    ③記念品を戴きまして、有難うございました！ 

    ●小崎 直利会員 

    ①皆さん、こんにちは！本日から新年度ですね。 

     会長・幹事の田後さん、阪西さん、一年間よろ 

     しくお願い致します。 

    ②幹事の席からではない例会に初めて参加します。 

     阪西さん、幹事頑張って下さい！ 

    ●川合 貞義会員 

    ①新年度です。田後会長、阪西幹事、気楽に楽し 

     い例会をやっていきましょう。 

    ②先日のゴルフコンペ、ベスグロでした。若者諸 

     君！ 頑張りましょう。今年度も宜しくお願い致 

します。 

    ●小野 孝会員 

    ①会長、幹事、一年間健康に気をつけて、頑張っ 

     て下さい。 

    ②今年度もよろしくお願いします。 

    ●丸子 勝基会員 

     田後会長、阪西幹事、そして新年度の理事役員 

     の皆様、一年間宜しくお願い致します。今年度 

     もロータリーを楽しみましょう。 

    ●永保 固紀会員 

     新年度の会長・幹事・理事役員の皆様、本年度 

     よろしくお願いします。 

    ●伊倉 正光会員 

        田後会長、阪西幹事、1年間宜しくお願いします。 

●黛 裕治会員 

田後会長、阪西幹事、いよいよですね。足を引 

っ張らないように、楽しく頑張ります。皆様、 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

●中里 和男会員 

①田後会長、阪西幹事、年度のスタートです。 

②新年度の理事役員の皆様、頑張って下さい。 

●田所 毅会員 

①新年度を迎え、大変なコロナの中ですが、会長 

 幹事始め役員の皆様、1年間宜しくお願いします。 

②直前会長・幹事、大変お疲れ様でした。 

●竹田 繁会員 

 田後会長、阪西幹事始め会員の皆様、本年度も 

 よろしく！ 

●櫻内 康裕会員 

①田後会長、阪西幹事、今年度も宜しくお願いし 

 ます。 

②今年度、会場監督の櫻内です。宜しくお願いし 

 ます。 

●豊岡 淳会員 

 新年度おめでとうございます。田後会長、阪西 

 幹事、ご指導よろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①新年度のスタート、田後会長、阪西幹事及び役 

 員・理事の皆様、宜しくお願いします。 

②昨日、台中文心ＲＣの林岳毅国際奉仕委員長か 

 ら、ラインメールと電話で、熱海土砂災害への 

 お見舞いと奉仕支援の申し入れがありました。 

●横溝 志華会員 

 田後会長、阪西幹事、新年度おめでとうござい 

ます。一年間宜しくお願い致します。 

●諸隈 武会員 

 田後会長、阪西幹事、一年間宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①田後会長、阪西幹事、そして会員皆様、新年度 

 よろしくお願い致します。 

②本日、表彰の皆様、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

 いよいよ新年度ですね！田後会長、阪西幹事、 

 理事役員の皆様、1年間宜しくお願い致します。 

●西島氏、瀬戸氏（元会員）より 

 先日、ゴルフコンペを行いました。西島さんと 

 瀬戸さんからスマイルをいただきました。 

本日のスマイル額 ３２，０００円 

 



 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     記念品（電波掛け時計）を戴き、ありがとうご

ざいます。今日はリラックスして例会に出席でき

ました。新年度となり、田後会長のスピーチや、

親睦委員会の新しい試みで肘タッチなど見てい

て、会長として何かできたかと少し後悔もありま

すが、これからは一会員としてサポートしていき

たいと思います。         （概要にて） 

 

 

       

      佐々木敏尚会員と、小崎直利会員が受賞 

 

         

 

      

多額のスマイル、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記念品（ルビー入り前幹事バッジ）をありがと 

うございます。今回は役員賞バッジを選びました 

が、少しランクアップした思いです。いよいよ新 

年度が始まった感じですが、一年間よろしくお願 

い致します。                     （概要にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川合 貞義会員、丸子 勝基会員 

阿部  毅会員、豊岡  淳会員 

櫻内 康裕会員、冣住 悦子会員 

早川 正彦会員、横溝 志華会員 

佐々木敏尚会員、小崎 直利会員 

田後 隆二会員、河野  崇会員 

（Zoom 出席者を含む） 

皆出席の皆様 

 おめでとうございます！ 



 

 

 

    

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①上半期 人頭分担金の送金依頼 

地区本会計、地区事業費について 7 月中に送金

をお願い致します。尚、今年度は地区大会の開

催が来年 3 月になりましたので、地区大会分担

金は来年の下半期にご送金をお願い致します。 

・本会計（上半期分）１人当り 7,850 円 

・事業費（ 〃  ）１人当り 2,900 円  

計 会員 1 人当り 10,750 円 

②エンド・ポリオ オックスフォードシャツ申込 

みについて（詳細は回覧にて） 

     今年 10 月開催の「世界ポリオデー」に向け、 

ご要望により、エンド・ポリオシャツの再受注

を行うことになりました。各クラブ単位でまと

めて申込み下さい。尚、完全受注生産ですので、

申し込み後のキャンセルはできません。 

申込期日：7 月末まで。お届けは 10 月初旬予定。 

金額：半袖（S～LL）4,100 円 長袖（S～LL） 

4,300 円 

 

 

７月１３日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

      担当：会長、各委員長 

  ２０日クラブフォーラム「会員増強について」 

      担当：早川会員増強委員長 

  ２７日卓話 櫻内 康裕会員 

       

 

 

 

 

 

 

     

●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 

 

 

 

 

藤本 恵介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、妻が余ったワクチンがあったため、接種 

してきました。第 1回目なので、特に強い痛みや 

発熱はなかったようです。大学３年の息子は打つ 

と言い、大学１年の娘は打たないと言っていて、 

さて私はどうしようかなと・・。私以外の皆が打 

ってくれればと大丈夫かなと思いつつ、やはり打 

とうと思います。        （概要にて） 

 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕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 大槻 実会員 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 21 名） 事前メイク者 

２７名 ２５名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/15) 

０名 １００％ ９１．６７％ 
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