●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

第 2080 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

７月 13 日 №２
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 阪西 貴子

※各委員会の方針・実施計画は略にて（概要掲載）
＜会長＞田後会長
会長部門の方針と実施計画は、先週の「新年
度の挨拶」で詳しく報告し、本日の週報にも

光明学園相模原高等学校

（写真は撮影分のみ掲載）
＜会計監査＞大井委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜クラブ運営管理・例会親睦＞藤本委員長

掲載されておりますので、そちらをご参照下

会長のキーワード「楽しくやろう」を浸透す

さい。ともかく、「今年度は楽しくやろう」

るよう努めます。今年度の祝記念品は、1 人

と思っています。

当り 7,500 円の予算となっているので、スマ

＜幹事＞阪西幹事
活動計画書の方針・実施計画により
＜会場監督＞横江副 SAA
活動計画書の方針・実施計画により
＜会計＞豊岡委員長
活動計画書の方針・実施計画により

イルも宜しくお願いします。またコロナ禍で
すが、夜間例会や家族例会なども検討してお
ります。肘タッチや近況スピーチなどを取り
入れ、楽しい例会にしていきたいと思います。
＜姉妹・友好クラブ＞佐々木委員長
台中文心ＲＣからは、熱海災害支援の有難い

申し出があり、現在、グループラインを立ち上
げて情報交換を行っています。またマカティ・
ボブラシオンＲＣは、友好クラブではないので
すが、交流は継続できればと思います。
＜会員組織・会員増強＞早川委員長
正にクラブ一丸でやってみようと、会員リスト
を活用して職場訪問したり、会員 1 人が 1 名以
上を例会に招いたり、ゴルフ同好会に誘ったり
して頂きたいと思います。また退会者が出た時

特に、
「例会は、いつも楽しく、にこやかに。
」

は退会理由を確認して防止に努めます。尚、勧

をモットーとしますので、肘タッチタイムは、ノ

誘用のパンフレットの要望もあり、作成を検討

リノリで楽しんでいただければと思います。

します。
＜Ｒ情報（クラブ研修リーダー）＞伊倉委員長
活動計画書の方針・実施計画により

＜奉仕プロジェクト・国際奉仕・職業奉仕＞黛委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜社会奉仕・青少年奉仕＞横溝委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜財団・米山、ロータリー財団＞諸隈委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜米山奨学会＞河野委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜公共イメージ＞大井委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜指名委員会＞櫻内委員長
会長エレクトの要望に基づいて、進めます。
＜細則改正委員会＞田後委員長
活動計画書の方針・実施計画により
＜地区研修協議会＞豊岡実行委員長
昨年はオンライン開催でしたので、今年度の方
針はまだ良く理解できていません。具体的にど

私は入会当初より、ロータリークラブの良さは
原則として毎週例会を開催し、会員相互の親睦を
深めていることだと思ってきました。近年は例外
的に月２回以上でも良くなり、新設クラブの多く
がその例外措置を採用していますが、個人的には
寂しさを覚えます。
私自身、本業の方で研究サークルを立ち上げ、
毎週日曜日の朝に、勉強会を行っていたことがあ
りました。現在は、メンバーがそれぞれ忙しくな
り、自然消滅してしまいましたが、ストレスを感
じない程度に、少し無理してでも毎週、顔を合わ
せるという姿勢は、互いの絆を維持するのに欠か
せないものではないでしょうか。皆さんに会える
ことを楽しみに、例会には必ず出席しましょう。
続いて、先週 7 月 6 日に開催した理事役員会の
報告です。
①光明学園相模原高等学校インターアクトクラブ
に青少年奉仕予算より、活動資金として 5 万円
を支出することとしました。
②来年 2 月頃開催を予定している「ロータリー奉

うやって進めていくのかも見えていませんが、

仕デー」の活動内容について協議しました。良

委員は会員全員でお願い致します。

い企画がありましたら、ご提案をお願いします。

＜創立４５周年＞黛委員長
当委員会も委員は会員全員でお願いします。

③台中文心ＲＣより熱海市伊豆山地区で起きた土
石流災害に対し、当クラブと共同して救援活動
等を行いたいとの連絡があり、対応を協議しま
した。募金活動が中心になるものと思いますが、
その後、地区からも「熱海豪雨災害への義援金

前回、例会でお話しした通り、今年度は「楽し

協力依頼」が来ています。

くなければ、ロータリーじゃない！」をスローガ

この他、新入会員の会費を一定期間、減免する

ンに、さらに魅力的で活気に溢れたクラブの構築

案もあがっていますが、皆さんのご意見を踏まえ

を目指します。

て、慎重に判断したいと思います。

●丸子 勝基会員
地区インナーアクト委員会報告

佐々木委員長

①小野会員の誕生日をお祝いします。益々お元気
でお過ごしください。
②クラブ協議会、宜しくお願い致します。
●横溝 志華会員
①小野会員、お誕生日おめでとうございます。
②クラブ協議会、田後会長、宜しくお願い致します。
●老沼 秀夫会員
①小野さん、お誕生日おめでとうございます。
暑い日が続きますが、体に気をつけて下さい。
②クラブ協議会ですね。各委員長さん、頑張って

先週 10 日に Zoom にて開催されました。12 の中
学・高校のインターアクトがあり、約 40 名が参
加していました。コロナ禍で、インターアクトも

下さい。
●中里 和男会員
小野さん、誕生日祝おめでとうございます。

前年度の奉仕活動は何もできない状況で、特に大

●阿部 毅会員

きく影響を受けているのが、高校 1～2 年生で、

①小野会員の誕生日お祝い致します。元気でまだ

アクターズミーティングも全てオンライン開催
となっているため、生徒達の交流もなく、新入部
員がほとんど入ってこないそうです。
あるインターアクトでは、高校生の部員がいな

まだ画伯としての腕を上げて下さい。
②本日のクラブ協議会、役員・理事の皆様、よろ
しくお願いします。
●佐々木 敏尚会員

くなり、今まで前例がないそうですが、中学生が

７月の会員誕生日の小野さん、おめでとうござ

中心になっているクラブもあります。

います！

光明学園でも毎年、海外研修（台湾）に参加し

●藤本 恵介会員

ており、1 人当り約 15 万円の費用は、地区・提唱

小野会員、お誕生日おめでとうございます！

クラブ・本人で 1/3 づつ負担しますが、前年度は

本日のスマイル額 １９，０００円

中止になり、今年度は何とか行きたいとのことで
した。毎年 12 月に予定していますが、状況によ
っては中止となるようです。当クラブでも、海外
研修補助金を予算に計上していますが、可否によ
り、予算にも影響があるかと思います。
（概要にて掲載）

（ロータリーの友７月号より抜粋）
「今年度は規定審議会の開催の年です」
2022 年 4 月に、3 年に 1 回行われます規定審議
会（Conucil on LegisLation、通称 COL）が開催
されます。全国に約 530 ある地区から、一人ずつ

●田後会長、阪西幹事

代表議員が選ばれ、シカゴに集まり、RI の定款・

①本日、誕生日祝の小野会員、おめでとうござい

細則、標準ロータリークラブ定款の見直し、審議、

ます。
②本日はクラブ協議会です。宜しくお願い致します。
●小野 孝会員

新しい規則の導入を協議し、決定していくことに
なります。
規定審議会は、RI の立法機関であります。日本

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

の地区、ロータリークラブからも提案を頂いてい

84 才になります。今のところ、薬にもお世話に

ますし、RI 理事会からも提案されます。それらの

なっておりません。ロータリーが楽しくて、例

採否が決定すると、原則、次年度 2023 年 7 月 1 日

会でみんなと逢うのが楽しくて・・！

から新しい決まりで動いていくことになります。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①熱海豪雨災害への義援金協力依頼
熱海市伊豆山で多大な被害が発生し、地区とし
て支援することに致しました。各クラブからの
寄付を地区でまとめますので、皆様のご支援を
お願い致します。寄付の目安として会員 1 人当
り 1,000 円以上。
7 月 28 日までにご送金下さい。
②会員増強・維持に関する卓話等の依頼について
８月は会員増強月間です。従来通りの地区委員
の派遣による卓話、資料や動画の提供、オンラ
イン例会に対応した卓話など、各クラブのニー

・小野 孝会員

ズに適した計画をしましたので、希望するクラ

７月３０日

ブは申込みをお願い致します。

＜近況スピーチ＞

③クラブフューチャービジョンセミナー 開催の

最近、驚いたことなのですが、パラリンピック

ご案内

に出場する女子選手で、両腕がないそうですが、

クラブビジョン及び行動計画立案の参考とな

何と競泳選手だそうです。頑張ってほしいと思い

る「フューチャービジョン会議セミナー」を下

います。
（概要にて）

記にて開催しますので、ご出席をお願いします。
日時：8 月 21 日（土）13:00～17:30
場所：相澤ビル 出席対象者：会長または会長

点

鐘

１２：３０

が指名する１名（戦略計画立案担当）
、または

会

場

「敦煌」

会長エレクト

司

会

開催方法：会長、または会長が指名する１名は

斉

唱

対面、その他の方はオンライン

ソングリーダー 川合 貞義会員

７月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
８月 ３日卓話 佐々木 敏尚会員
定例理事役員会

会

員

横江 利夫 副ＳＡＡ
ロータリーソング「奉仕の理想」

出席（出席対象 21 名）

２７名

Zoom 含 ２１名

欠席者

本日の出席率

１名

９５．６５％

事前メイク者
１名
修正出席率(6/22)
１００％

１０日例会取止め

●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

●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
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部
毅、諸隈
武、河野

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

実
美利
崇

