
第 2084 回例会 

８月 17 日 №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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

実行委員長      

本日は、クラブフォーラムとなっております

が、現段階では皆様と意見交換や提案などをし

て頂くほどの情報もないため、これまでの経緯

や決まったことなどをお話させて頂きます。 

まず、既にご存知のことと思いますが、地区

研修協議会とは、会長エレクトと次期クラブ委

員長のために毎年開催される研修会で、次年度

の RI 方針や地区方針などについての知識・情

報交換の場となります。 

お手元の資料にあるように、全体会議・開会

式が 90 分程度、部門別・分科会が 120 分程度、

全体会議・閉会式が 40 分程度、そして懇親会

となっており、12 の部門を予定しています。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

豊岡 淳 

そもそも何故、当クラブがホストクラブなの 

かについては、前年度に佐々木前会長が説明さ 

れた通り、各グループの順番制で、第 5 グルー 

プとなり、グループ内のクラブ順番制で、たま 

たま当クラブになりました。引き受けるかどう 

かは前年度にアンケートを実施し、理事会で協 

議の上、ホストクラブを決定しました。 

 先日 8 月 13 日に、地区研修委員会の方々と 

打合せを行いました。委員長は相模原 RC の杉 

岡芳樹氏で、他に地区委員 3 名、佐藤ガバナー 

エレクト、森田次年度地区幹事、当クラブから 

は田後会長と私が出席しました。これまでの概 

要は別紙の資料をご参考下さい。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

１，開催日（日程変更） 

令和 4年４月１７日→ ４月２９日（金・祝） 

２．開催会場（会場変更） 

 近隣の大学（相模女子大、青山学院大学、麻布 

 大学など）はコロナにより、了解を得られず⇒ 

 相模原市民会館ホールを中心に、市施設を利用。 

・式典会場（開会式、閉会式） 市民会館ホール 

・懇親会場 けやき会館「大樹の間」 

・研修会場（下記５会場、11室を予定） 

①市民会館（第一・第二大会議室、あじさいの間） 

②産業会館（多目的ホール、大研修室） 

③あじさい会館（第一・第二展示室） 

④教育会館（第一・第二大会議室） 

⑤総合学習センター（大研修室、セミナールーム） 

尚、上記の研修会場は一部、予約受付期間前に 

より予約できていない会場もあります。 

３．当日のスケジュール（案）2019 年開催を参考 

     １１：３０～１２：３０受付 

   ＜全体会議Ⅰ・開会式＞１２：３０～１４：００ 

    ※部門別会場へ移動（20分） 

   ＜部門別・分科会＞  １４：２０～１６：２０  

    ※全体会場へ移動（15分） 

   ＜全体会議Ⅱ・閉会式＞１６：３５～１７：１５ 

    ※懇親会場へ移動（15分） 

   ＜懇親会＞      １７：３０～１８：３０ 

   ４．部門別・登録委員会 2019年資料を参考 

①会長部門 ⑤会員増強・維持 ⑨米山奨学 

②幹事部門 ⑥奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ⑩研修 

③ｸﾗﾌﾞ管理運営 ⑦青少年奉仕 ⑪新会員 

④公共ｲﾒｰｼﾞ ⑧ﾛｰﾀﾘｰ財団 ⑫ 

 

    当クラブの主な担当役割としては、上記の会場 

確保や設備（マイク、プロジェクター、スクリー 

ン等）の手配と確認、バス駐車場の手配、予算及 

び会計担当、報告書の作成までとなります。 

    来年 4月に開催できるかどうかは未定です。 

2019年以降、2年間はリアルではなく、オンライ 

ン開催ですので、2019年度資料を基に進めていき 

ます。来年 2月頃に最終決定し、もしオンライン 

   となる場合は、専門業者に依頼することになるか 

   と思いますが、田後会長の今年度方針の通り、こ 

   の研修協議会も楽しんでいきたいと思います。 

                 （概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週後半から、主に九州や西日本の各地で大雨 

特別警報が発表され、土砂災害や浸水などの災害 

が数多く発生しています。関東・東海でも土砂降 

りの雨が予報されていた 8月 12日（木）、㝡住さ 

んの運転で阪西幹事と私との 3人が熱海南 RCの 

例会を訪問してきました。目的は台中文心 RCか 

ら託された義援金 27万円と、当クラブ皆さんに 

ご協力頂いた 10万円をお渡しすることです。 

熱海南 RCが所属する第 2620地区（静岡・山梨） 

では、既に 6,000万円もの義援金が集まっていて、 

8月 20日に熱海市長へ直接届けるとのことでした。 

先延ばしにせず、すぐに伺った結果、これに間に 

合い良かったと思います。 

土石流のあった伊豆山地区は、こちらから行く 

と熱海駅の少し手前です。従って、現場近くを通 

過したわけですが、海沿いの熱海ビーチラインも、 

少し山側の国道 135号も既に復旧していて、災害 

の爪痕を目の当たりにすることはありませんでし 

たが、まだ行方不明者の捜索活動が続いている中、 

野次馬的に災害現場を訪れることは、ご迷惑だと 

思い止めておきました。 

さて今回の熱海行きは、熱海南 RCの元会員で、 

現在は湯河原 RC会員の青木義美さん（男性）に 

繋いで頂き、当日も同行されたのですが、伊豆山 

地区が熱海駅の北側に位置するにもかかわらず、 

なぜ熱海南 RCなのかという疑問が湧くかもしれ 

ません。確かに、熱海南 RCは熱海 RCの子クラ 

ブですが、既に熱海 RCは解散（脱退）している 

そうです。また「熱海」を名称に冠する RCは、 

他に存在しません。そこで「熱海南」となったわ 

けですが、熱海南 RCも 1961年創立の伝統クラブ 

 



 

 

にもかかわらず、現在会員は 15 名弱、当日の出

席者も数人で、時代の移り変わりを感じました。 

さて、8月 4日（水）開催された「会長幹事会」

の内容を 3点のみお伝えしておきます。 

①ヒューストン国際大会（2022年 6月 4日～8日）

の登録をぜひお願いします。当地区目標は 80

人、12月 15日までの登録料は 475ドルです。 

②地区米山奨学資金推進委員会の矢部房男委員 

長が出席され、寄付のお願いがあり、目標額は

1人 2万円です。 

③奉仕デーの企画が、「蛍の幼虫の放流」と「元 

スポーツ選手による講演会」の 2つに絞られま

した。どちらが良いか、8月 26日までに各クラ

ブの意見をまとめて欲しいとのことで、詳しい

資料を回覧します。 

最後に、「新入会員の会費免除にかかるアンケー

ト」を実施します。細則改正委員会の今年度実施

計画に、「改正の審議にあたっては必要に応じて

クラブフォーラムを開催するなどして、会員の意

見集約に努める。」と書きましたが、なかなか皆

さんのご意見を伺う機会がありません。そこで、

質問項目をいくつかアンケートにまとめました。

ご回答のほど宜しくお願い致します。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

    ①8 月 12日に、熱海南ロータリーに会長、幹事、 

ガバナー補佐の冣住さんと、義援金を届けに行 

ってきました。 

    ②本日はクラブフォーラムです。豊岡実行委員長、 

     よろしくお願い致します。 

●甲斐 美利会員 

     久し振りに例会出席です。先週は誕生日を祝っ 

     て頂き、ありがとうございました。また本日は、 

喜寿のお祝いまで戴き、重ねてお礼申し上げま 

す。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

    ●豊岡 淳会員 

     甲斐さん、喜寿を迎えられ、おめでとうござい 

     ます。これからもご指導願います。 

●小野 孝会員 

豊岡さん、研修協議会のお話、よろしく。 

 

 

 

●冣住 悦子会員 

①12日に熱海南 RCに行ってきました。ちょっと 

 したリゾート気分でしたが、まだ 300人が避難 

 しているそうです。 

②甲斐さん、おめでとうございます。 

③豊岡さん、フォーラム宜しくお願いします。 

●永保 固紀会員 

 残暑ですかね、涼しいです。 

●阿部 毅会員 

①喜寿お祝の甲斐会員、おめでとうございます。 

 健康管理に留意して、今後のご活躍に期待して 

 おります。 

②豊岡会員、本日のフォーラム宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①甲斐さん、喜寿おめでとうございます！ 

②豊岡委員長、地区研修協議会のフォーラムを宜 

しくお願い致します！ 

●伊倉 正光会員 

 豊岡会員、クラブフォーラム宜しくお願い致し 

 ます。 

●藤本 恵介会員 

甲斐会員、喜寿おめでとうございます。これか 

らも益々お元気でいらっしゃって下さい。 

●櫻内 康裕会員 

①甲斐さん、喜寿おめでとうございます。 

②雨が続き、大変ですが災害に気をつけましょう。 

③クラブフォーラム、豊岡委員長よろしくお願い 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①危機管理セミナー 開催延期のご案内 

     9 月 4 日（土）開催は延期とさせて頂き、日程

が決まり次第、改めてご連絡させて頂きます。 

②奉仕デー環境保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（海岸清掃）ご案内 

     青少年（インター、ローター、交換留学生・米

山奨学生・米山学友）を対象に開催致しますが、

クラブの出席対象者は、出席をお願い致します。 

     日時：9 月 12 日（日）「江の島水族館」入口付

近に 9:30 集合 清掃場所：鵠沼海岸（10:00～

11:30） 出席対象者：各クラブの青少年担当者、

カウンセラー 登録締切：8 月 30 日 

③米山月間卓話（１０月）依頼について 

     10 月は米山月間です。各クラブの状況やニ 

ーズにより準備したく、卓話依頼書のご返送 

をお願い致します。返信期限：9 月 10 日 

２．甲斐会員が８月５日に喜寿を迎えられました 

ので、内規により記念品を贈呈。 

３．相模原西ＲＣより、９月から例会場変更の件 

     新例会場：日本料理「春駒」座間市相模が丘 

5-10-9（小田急相模原駅より徒歩 4分） 

     

            

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大槻 実会員 

 

 

 

 

 

     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お祝をいただき、ありがとうございます。まだ７７歳と 

いう実感はしていません。現役であと２年位はやらな 

ければならない状況ですので、コロナ禍の中、社長を 

続けるのは辛いものがあります。ただ、今日はお昼ご 

飯が食べきれず、お腹一杯になって、昼寝をしたくな 

ります。こうしたことが７７歳という年になったのかなと 

思っています。（概要にて） 

 

 

 本日、例会に来る前に 

驚いたことですが、私が監 

査役をしている保育園へ 

仕事で伺って、いろいろ話 

をした後、これからロータリ 

ーの例会に出席するので 

と言ったところ、園長も去年 

６月に入会したばかりで、 

休会も多いので、まだ何も 

判らないと言われて、少しロータリーについて話して 

きました。私はもう１０年ぐらい前から知っている方で 

すが、このコロナ禍の中でも入会されている人がいる 

ので、当クラブでも何とか新会員の入会をと思ってい 

ます。（概要にて） 

 

 

●例会 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 20 名） 事前メイク者 

２７名 (Zoom５名含）２３名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/27) 

１名 ９５．８３％ ９５．４５％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

