
第 2087 回例会 

９月７日 №９ 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ガバナー補佐      

私の自己紹介は省略させて頂き、最初に少し

雑談的なお話をさせて頂きます。当初、ガバナ

ー補佐を受けた時は、地区役員の経験もなくて、

悩むこともありましたが、他グループのガバナ

ー補佐も同じように思っている方もいて、また

少し慣れてきて、自分の意見も言えるようにな

りました。A グループの苗村ガバナー補佐とは

上手くいっており、各クラブの例会でも歓迎し

て頂いています。では私の役目として、活動方

針を説明させて頂きます。 

１．国際ロータリー会長 

今年度 RI 会長テーマは「奉仕しよう みん

なの人生を豊かにするために」です。RI 会長は 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           （一部要約にて掲載） 

冣住 悦子 

インドのシェカール・メータ氏で 

す。氏はロータリーの奉仕活動を 

通して、「奉仕とは、自分がこの 

地上に占める空間に対して支払う 

家賃である」という信条を持つよ 

うになったと語っています。「会員を増やして 

会員の参加基盤を広げる」、「世界に奉仕してよ 

りインパクトをもたらす」ことを目標として掲 

げています。RI 会長テーマによる優先活動項目 

は、会員の増強、女子のエンパワーメント、ロ 

ータリー奉仕デーの実施、ポリオの完全根絶、 

ロータリーの重点分野に「環境保全」を追加、 

にまとめられます。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

・会員の増強－世界のロータリアンを 120 万にか 

ら 130 万人にすること、そのために「EACH  

ONE BRING ONE」の実行を掲げています。 

・女子のエンパワーメント－ロータリーが多様性

を中核的価値観とする中で、特に世界各地で不

利な立場におかれた女子が抱える問題に、焦点

をあてて取り組みます。 

・ロータリー奉仕デー－ロータリアン、ローター

アクターが他団体や企業などと共に、地域にイ

ンパクトをもたらし、人々の生活を豊かにする

プロジェクトの実施を推奨しています。 

・ロータリーの６つの重点分野、「平和と紛争予 

防・解決」、「疾病予防と治療」、「水と衛生」、 

「母子の健康」、「基礎教育と識字率向上」、「経済

開発と地域開発」に加え、新たに「環境保全」

が追加されます。ロータリー奉仕デーは、この

７つの重点分野に関わる事業であることが条

件に一つとなっています。 

 

２．第 2780 地区 田島 透ガバナー 

2000 年に設立した、ふじさわ湘南ＲＣのチャ 

ーターメンバーです。第 3 代会長を務めた後は、

毎年地区に出向しています。2013-14 年度の相澤

ガバナーの時に地区幹事、2015 年にガバナー補佐

を経験されています。2013 年からは毎年、インド

へポリオワクチンを投与する事業に参加されて

います。これまで一緒に活動する中で、熱い思い

を持った理想化肌でありながら、行動力も合わせ

持った方だと感じています。 

 

３．地区の活動目標 

2021～22 年度の地区活動目標は、DO MORE 

「END POLIO」 GROW MORE 「MEMBERSHIP」 

～「ポリオ根絶と会員増強」、そして「奉仕の実 

践で会員基盤を強固にする」です。 

 

４．地区行動計画 

行動計画の一つの柱は、「RI 会長テーマと促進 

のサポート」です。皆様が「奉仕しよう みんな 

の人生を豊かにするために」を理解し、実践でき 

るようサポートします。そして目標を達成するた 

め、ロータリー賞への挑戦を勧めます。 

 

 

 

相模原中ＲＣは、既にマイロータリーへ 13 項 

目の目標を登録しておりますので、ロータリー賞 

を獲得する準備はできております。 

行動計画のもう一つの柱が、「地区ビジョンの 

実現を目指します」です。地区ビジョンは、ロー 

タリーのビジョン声名をそれぞれ地区の状況に則 

して実現するため、2019 年の地区大会で採択され 

ました。この地区ビジョンは 2024 年 RI の戦略計 

画の見直しまで継続されます。 

地区ビジョン実現のため、「地域社会の変化と 

ニーズを捉える」、「地域社会にインパクトをも 

たらす」、「多様な人々との出会いとつながり」、 

「積極的に行動します」という４つの優先項目が 

策定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇2021～22 年度行動目標 

地区ビジョンの実現を目指すため、2021-22 年 

度の行動目標が優先項目に則して立てられました。 

①「地域社会の変化とニーズを捉える」－クラブ 

活性化ワークショップﾟやクラブフューチャー 

ビジョン会議を通して、将来のクラブのあるべ 

き姿を話し合い、クラブ戦略計画を作成するこ 

とをサポートします。戦略計画のあるクラブの 

方が増強に成功している傾向があるということ 

です。 

②「地域社会にインパクトをもたらす」－世界ポ 

リオデーがあります。 

③「多様な人々との出会いとつながり」－従来通 

りローターアクト、インターアクトへの積極的 

支援や将来のリーダーの発掘、育成があげられ 

ます。 

④「積極的に行動します」－「EACH ONE BRING  

ONE」の推進、ロータリー奉仕デーの実施を行 

動目標としています。 

 



 

 

５．世界ポリオデー 

ロータリーが、ポリオ根絶活動を長年続けてい 

    ることはご承知だと思います。ポリオはいわゆる、 

小児麻痺のことであり、日本では 1980 年を最後 

に野生株による発症が無く、現在でも常在国があ 

フガニスタン、パキスタンの 2 か国なので、これ 

ほど寄付を集めて活動しなければならないことに 

疑問を感じる方も多いです。 

しかし、日本において根絶宣言が出るまで最後

の発症から 20 年の調査期間がかかっており、現

在でも 3 種や 4 種ワクチンという形で接種が行わ

れていて、海外でも発症が無い＝根絶というわけ

ではなく、感染力の強いポリオウィルスが一旦発

症すれば、衛生状態がよくない国では瞬く間に広

がる可能性があります。極論を言えば、根絶のた

めには世界中の子供達に、ワクチン接種する必要

があります。人類が今まで根絶できた感染症は天

然痘だけであり、ポリオをそれに続く克服された

感染症とするには、今こそ力を入れるべき時だと

も言えます。 

     

    世界ポリオデー（10 月 24 日） 

    －ロータリアンとロータリアン以外の人々に、 

       ポリオ根絶の重要性を認知してもらう－ 

    ▶バスジャック 

     2780 地区の神奈中バスを中心とした公共交通 

機関にポリオ根絶のラッピングを行い、同時に 

中吊り広告を掲示する。財団補助金事業。詳細 

は検討中。 

    ▶ポリオ根絶＆コロナ終息祈願祭 

     2780 地区の神社など（寒川神社、箱根神社、伊

勢原大神宮など）で実施。第 5 グループは 10

月 10 日 14:00 より亀ヶ池八幡宮で行う。JCOM 

     の取材あり。 

    ▶世界ポリオ会議 

     10 月 24 日にインド・ニューデリー南西 RC と

オンラインで「世界ポリオ根絶サミット IN2021」 

     を行い、意見交換する。JCOM の取材あり。 

    ▶エンドポリオ募金キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ロータリー奉仕デー 

ともすれば IＭの代わりに奉仕デーをやるとい 

う面が先行して伝わっている状況がありますが、 

なぜ奉仕デーを行うかについてです。シェカー 

ル・メータ RI 会長はロータリーの内外の人々が、 

一緒にロータリーの重点分野の課題に取り組む 

「奉仕デー」を行うことを全クラブに推奨してい 

ます。 

ロータリアンの裾野を広げ、会員基盤を強化す 

ることも目標の 1 つです。また、奉仕デーは地域 

社会のニーズを捉える必要があり、グループごと 

に行うことでインパクトのある規模の大きい事業 

を実施することができます。ローターやインター 

アクター、奨学生と共に一般市民に参加してもら 

うことで、新しい出会いがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM はグループ内のロータリアンが一つのテー 

マについて話し合い、交流を持つ意義あるイベン 

トですが、今年度は RI 方針及び地区ビジョンを 

実現するため、グループで奉仕活動を実施すると 

いうことになります。 

コロナ禍でなかなか奉仕活動が思うようにでき 

ないというクラブも多い中、奉仕を行う良い機会 

を与えていただいたと認識しています。どうぞ、 

ご協力お願い致します。 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

今日の例会は、ガバナー公式訪問 2週間前とい 

うことで、我らが㝡住ＡＧの晴れ舞台ですね。㝡 

住ＡＧには、田島透ガバナーのお人柄や地区運営 

方針などをお話し頂きますが、ガバナーを迎える 

（質問事項を考える）予備知識として、僭越なが 

ら私の目線で、地区の状況を少しお話ししておき

ます。 

７月に新年度が始まり、各委員会ともやる気満 

々で様々なイベント等を計画してきたところで

すが、やはり COVID-19 の影響で思うようにいき

ません。クラブ管理運営委員会のクラブ支援推進

委員会は「クラブフューチャービジョンセミナ

ー」を延期、危機管理委員会は「危機管理セミナ

ー」を延期、米山委員会は「日帰り研修」・「地球

環境保全プロジェクト」を延期と、緊急事態宣言

下での事業延期が続出しています。さらに青少年

奉仕委員会のインターアクト委員会は「インター

アクト海外研修」の中止を決定しました。 

そのような中、田島ガバナーが力を入れる世界

ポリオデー実行委員会は元気です。バスジャック

プロジェクト（ラッピングバスや車内広告）、ポ

リオ根絶・コロナ終息祈願祭、ポリオ根絶キャン

ペーン、世界ポリオ根絶サミットといった企画を

着実に進めています。本日（9月 7日）17時から

Ｒ財団合同正副委員長会議がありますので、そこ

でまた詳しい話しが聞けると思います。 

クラブ管理運営委員会のデジタル化推進委員

会（マイロータリー推進を含む）は地区のＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）化を進めるに 

 

 

 

あたり、まずは「My Rotaryのアンケート」を行 

います。本日の幹事報告にもありますが、皆さん 

のご協力をお願いします。 

会員増強維持拡大委員会は、積極的に卓話に回 

ろうと鼻息は荒いです。7月末時点で純増 37名と 

いうことですが、まだ年度初めですから大きな動 

きはありません。この会員数と一緒に毎月発表さ 

れるのが寄付金状況です。 

㝡住会員のおかげで、当クラブはＲ財団の恒久 

基金寄付は目標を達成しました。あとは年次基金 

寄付 1人 200ドル、ポリオプラス寄付 1人 40ドル 

です。米山寄付の普通寄付金は、上半期分 27名× 

2,000円＝54,000円を納付済みです。これは奉仕 

会計から支出されますので、その原資となるスマ 

イルを積極的に行っていただくようお願いします。 

特別寄付は、普通寄付と併せて 1人 20,000円が 

目標です。 

熱海豪雨災害への義援金について、集計結果が 

発表されました。7月 30日に 1,885,310円、8月 

30日に 378,000円、合計 2,263,310円を当地区 

から第 2620地区へ送金したとのことです。1人 

平均 1,000円程度になりますが、この中に台中 

文心 RCと当クラブからの義援金は含まれていま 

せん。 

また佐賀・長崎豪雨災害支援金について、地元 

の第 2740地区から全国 33地区あてに要請文が届 

いています。災害支援は今年もまだまだ続くかも 

しれません。 

 

＜理事会報告＞ 

①細則改正委員会より、細則改正案の提出 

  細則第６条「会費」の改正案 

 改正案を９月２８日例会に諮ることを承認。 

  細則第１５条により、１０日前までに改正案を全会員 

  に通知する。 

②９月の今後の例会について 

  現状通りの「ハイブリット例会」にて実施する。 

  ９月２８日（火）夜間例会は、昼間の例会に変更し、 

  上記、細則改正案についての臨時総会を行う。 

  

 



 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①本日はガバナー公式訪問 2週間前にあたります。 

冣住ガバナー補佐、宜しくお願い致します。 

    ②朝方、急に寒くなりました。皆様、どうぞご自 

     愛下さい。 

●阪西 貴子会員 

     お誕生日祝い、ありがとうございます。何才 

     になったかは忘れました。 

●冣住 悦子会員 

①阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②本日はＡＧ訪問として卓話します。よろしく 

お願いします。 

    ●川合 貞義会員 

    ①冣住ガバナー補佐、一年間のお役目ご苦労さ 

     んです。忙しい中、体に気をつけてやって下 

     さい。 

    ②阪西さん、お誕生日おめでとうございます。 

     幹事役は慣れてきましたか？ 

●中里 和男会員 

    ①冣住さん、2週間前訪問ご苦労様です。 

    ②阪西さん、誕生日祝い、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①ガバナー補佐、ご苦労さんです。ご指導の程、

よろしく。 

②阪西さん、誕生日おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①誕生日祝の阪西幹事、おめでとうございます。 

②冣住ガバナー補佐、ガバナー補佐訪問ご苦労 

 様です。 

●小崎 直利会員 

①皆さん、こんにちは！夏もすっかり落ち着い 

てきましたね。ワクチンもやっと予約ができ、 

今度 1回目を打ってきます。 

②本日、ＡＧとしてご出席の冣住ガバナー補佐、

宜しくお願い致します。 

③9月お誕生日の阪西幹事、おめでとうございます。 

●黛 裕治会員 

①冣住Ｇ補佐、本日は宜しくお願いします。 

お手やわらかに！ 

②阪西幹事、お誕生日おめでとうございます。 

 

 

       

 

 

●伊倉 正光会員 

①冣住ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。 

②阪西会員、誕生日祝おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

 ガバナー補佐 冣住様、本日は宜しくお願い致 

 します！ 

●藤本 恵介会員 

 今月誕生日の阪西会員、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①阪西会員、お誕生日おめでとうございます。 

②冣住ガバナー補佐、本日はご苦労様です。よろ 

 しくお願い致します。 

            本日のスマイル額  １７，０００円 

            今年度の累計額  １６７，０００円 

 

 

 

（ロータリーの友９月号より抜粋） 

 ９月は「基本的教育と識字率向上月間」。 Literacy 

（リテラシー）とは、もともとは書かれた言葉を正しく読み 

書きできる力を意味していましたが、今では文章に限ら 

ず、マークや記号、分野ごとの専門的な単語を正確に 

理解する力も含むようになっています。メディアリテラシ 

ー、コンピューターリテラシー、情報リテラシー、金融リ 

テラシー・・、東京オリンピック開会式で注目されたピク 

トグラム（絵文字）、どれだけご存知でしたか？ 

リテラシーを高める鍵こそ 

基本的教育。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     長引くコロナ禍で、私が役員をやっている商 

店街やタバコ組合も打合せができなくて、活動 

が停滞しています。今回の総裁選では、商店街 

が党員として登録しているので、役員である私 

も１票の投票権があります。これから各立候補 

者の状況をみながら、投票したいと思います。 

             （概要にて掲載） 

 

    

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①My Rotary 登録状況アンケート調査について 

本年度、当地区ではデジタル推進委員会が新

設され、My Rotary への登録促進が挙げられ

ます。そこで現状の把握をさせて頂きたく、

アンケートを実施致します。URL にアクセス

して質問事項にご回答下さい。9 月 17 日締切 

（※事務局より、詳細と URL をお送りします 

ので、各自にてご回答をお願い致します。） 

 

 

 

 

 

                       

     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阪西 貴子会員  

９月１５日 

 

 

  

９月１４日ゲスト卓話「ポリオプラスについて」 

      地区委員 中村辰雄氏（相模原南） 

  ２１日「ガバナー公式訪問」  

      田島ガバナー、冣住ガバナー補佐 

      12:30～13:30 例会、ガバナー卓話 

      13:35～14:15頃 ガバナーとの懇談会 

  ２８日「細則改正案について」           

 

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 藤本 恵介会員 

ゲスト   冣住 悦子ガバナー補佐 

 

 

 

 

●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 (Zoom３名含）２２名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/24) 

１名 ９５．６５％ ９５．２４％ 

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