●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 2092 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

10 月 12 日 №14
会 長 田後 隆二

●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 阪西 貴子

（概要にて掲載）

実行委員長

黛

裕治

フォーラムに入る前に、ロータリー奉仕デー

ではクラブフォーラムですが、今年度は創立

委員として、先月の打合せの報告をさせて頂き

45 年目を迎え、お手元に参考資料として 10 年

ます。事業は「ホタルの幼虫の放流」に決まり、

前に開催した「創立 35 周年記念例会」の式次第

当初は市内のホタルの保存会などと協力し、子

をお配りしました。現段階では具体的なことは

供達と一緒に、放流できればと考えておりまし

何も決まっておらず、私が実行委員長、早川会

たが、市の条例で他県や他市から幼虫の持込み

員が副実行委員長に決まっているだけです。

が禁じられているそうです。また時期的に活動

日程は一応、年間プログラムでは来年 5 月 24

できるのは、ホタル発生地の環境整備で草刈り

日を移動例会として、45 周年記念例会を実施予

をしたりして、自然発生を見守ることしかでき

定となっていますが、どのくらいの規模で行う

ない状況です。

のか、会場は何処にするのか、内容はどうする

よって、第 5 グループ全体での大規模な活動

のかなど・・。予算は周年積立金が現在 170 万

は難しいとのことで、当初に予定とは違った形

円あり、前回の 35 周年の収支報告から、70 万

での実施になるかと思います。

円程は使えるのではないかと思われます。

＜会員よりの意見、提案など＞（要約にて）

を右折し、16 号に出ようとしている「峡の原車庫

〇開催時期、会場について

行き」がそのバスで、橋本五差路で別れるまで、

・平日ではなく、土曜や日曜でも良いかと。

ずっと後ろを走ることになり、清新の辺りで信号

・近辺の会場ではレンブラント町田や敦煌、HK ラウン

待ちしているところをカメラに収めました。

ジなど。公共施設（市民会館等）は仕出し料理にな
るし、抽選方式で、宣言が出ると使用できない。

さて 10 月 10 日（日）は、亀ヶ池八幡宮で「ポ
リオ根絶・コロナ鎮静化祈願祭」が催され、当ク

・近辺のホテルに拘らず、記念例会なので、しっかり

ラブを代表して阪西幹事、豊岡会員と共に出席し

した会場が良い。（多摩の京王プラザホテル、新横

ました。田島ガバナー、杉岡 PG、佐藤 GE 始め、

浜のホテルなどの提案）

第 5 グループ各クラブから数名集まり、お祓いを

・一応、空いている日程で仮押えした方が良い。
・平日の夜間でも良い。家族も参加できればと思う。
立食ではなく、着席方式で予定。

受けました。㝡住 AG には大変お疲れ様でした。
当日の模様は、J:COM・WEEKLY トピックスで 10
月 16 日（土）
、17 日（日）11:00～、14:00～、

〇来賓、招待者について

17:00～、22:00～放映されるとのことです。30 分

・来賓はガバナーとガバナー補佐で、千曲川 RC や、

番組で、初回以外は再放送のようです。

各クラブ会長・幹事はご案内程度で良いかと。

前回例会終了後に理事会を行い、佐賀・長崎豪

・退会された会員にも案内を送ってはどうか。

雨災害支援金に社会奉仕予算より 27,000 円を支

〇記念奉仕事業について

出すること、10 月 26 日（火）は夜間例会とする

・奉仕事業を前提にして、４５周年を考えてはどうか。

ことを決議。9 月 28 日予定の夜間例会を緊急事態

・コロナ禍で、人と関わる奉仕活動は難しい状況。

宣言下で通常例会に変更しましたので、その代わ

黛実行委員長より：第６波の心配もありますが、実行

りになりますが、私は元々26 日昼は、ホテルオ

委員会組織を作って、また増強に役立つ記念冊子

ークラ東京で式典があり、佐々木直前会長に会長

の作成も進めていければと思います。

の時間を依頼しており、夜も慰労会の予定で、残
念ながら欠席させて頂きます。久しぶりの夜間例
会で、皆さん存分に楽しんで頂ければと思います。
新会員候補者がいましたら、どうぞお誘い下さい。

いよいよ世界ポリオデー

今日は、クラブフォーラム「創立 45 周年事業

が 10 月 24 日（日）に迫り

について」を黛実行委員長にお願いしています。

ました。当地区のバスジャ

今後のコロナ感染状況が見通せず、具体的なこと

ックプロジェクトは田島ガ

は何も決まっていませんが、会員皆様から忌憚の

バナー公式訪問の際はもち

ないご意見をいただければ幸いです。

ろん、公式訪問前に㝡住 AG
からも、中村ポリオブラス
委員からも卓話で伺ってい
ましたが、ラッピングバスは地区内 12 台とのこ
とで、実際に見かけることはないだろうと思って
いました。ところが前々回 9 月 28 日例会で、竹
田会員が「見た！」とお話しをされ、驚きました
が、皆さんはいかがでしょうか。
私も当クラブのグループ LINE に上げたので、
ご存知の方も多いと思いますが、竹田会員と同じ
日に遭遇しました。この日は例会終了後、橋本台
に向かっていて、相模原駅方面から駅入口の信号

＜小野会員より絵画ご紹介＞

＜近況スピーチ・冣住会員＞

●佐々木 敏尚会員
①結婚記念日祝を戴きまして有難うございます！
②本日のクラブフォーラム、黛委員長、よろしく
お願い致します。
●甲斐 美利会員
結婚記念日祝、ありがとうございます。二人と
も元気に現役です。
●冣住 悦子会員
①会社創立記念日祝を戴き、ありがとうございます。
②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

本日は新設の会社創立記念祝を戴き、有難うござ

③黛委員長、フォーラム宜しくお願いします。

います。創立時は私は女子高生で、両親が共に忙

●伊倉 正光会員

しくて、私が料理を作っていたのを思い出しました。

①結婚記念日祝をして頂き、ありがとうございます。

本日は夜間でカメリアＲＣ公式訪問、明日は会長

②黛実行委員長、クラブフォーラム宜しくお願い

幹事会、明後日はセミナーと、とても多忙ですが、

致します。

次年度のガバナー補佐も決定しましたので、少し楽

●小崎 直利会員

になるのではと思っています。（概要にて掲載）

①結婚記念日のお祝、ありがとうございます。
②コロナ感染者数が急激に落ち着いてきましたね。

＜委員会報告＞
〇米山記念奨学会

（要約にて）
河野委員長

今月の夜間例会、楽しみにしております。
●小野 孝会員

皆様のご協力で、お陰様で寄付目標額を達成で

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

きました。委員長として携わると意識も違い、

②会社創立お祝の冣住さん、おめでとうございます。

先日の米山奨学生の卓話を聞いて、良いことを

●竹田 繁会員

していると感じました。
〇地区インターアクト委員会

結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
佐々木委員

●横溝 志華会員

今年度のインターアクト年次大会 11 月 23 日（祝）

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

は中止になり、12 月頃に小規模で実施予定です。

②黛委員長、クラブフォーラム宜しくお願い致します。
●大井 達会員
①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。
②黛実行委員長、45 周年に向けて、クラブフォー

●田後会長、阪西幹事

ラムご苦労様です。

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

●櫻内 康裕会員

②本日のクラブフォーラム
「創立 45 周年事業につ

①お祝の皆さん、おめでとうございます。

いて」
、黛実行委員長、宜しくお願い致します。
●川合 貞義会員
結婚記念日祝って頂き、
ありがとうございます。
すっかり関係ない年令だと思っていたが、改め

②黛実行委員長、フォーラムを宜しくお願いします。
●諸隈 武会員
①結婚記念日祝と会社創立記念日祝の皆様、おめ
でとうございます。

て忘れていた事なのですが、ちょっぴり若返っ

②黛委員長、本日はよろしくお願いします。

た気持ちになります。

●阿部 毅会員

●田所 毅会員
結婚記念日祝ありがとうございます。45 年に
なると思います。健康に気をつけていきます。
これからも宜しく！

①黛委員長、本日のフォーラム宜しくお願いします。
②結婚記念日をお迎えの皆様、心からお祝申し上
げます。どうか末長く睦まじく、お暮し下さい。
③冣住会員、会社創立記念日お祝致します。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①2024～25 年度ガバナー・ノミニー候補者提案に
関する告知
候補者として、最適任の会員を 11 月 30 日 12
時までに、ガバナー事務所気付地区指名委員会
宛に郵送または持参することを要請します。資
格条件については、RI 細則第 16 条を満たすも
のであることを要します。提案に際しましては、
必要書類の添付をお願い致します。
②ロータリー財団 卓話者派遣について

〇結婚記念日祝

卓話日：11 月 9 日（火）Zoom にて卓話を実施

・甲斐 美利会員 10 月

7日

卓話者：財団学友 石塚愛さん（チャイルド・

・佐々木敏尚会員 10 月

8日

ライフスペシャリストとして、療養生活を送る

・伊倉 正光会員 10 月 10 日

子どもやその家族を心理社会的に支援）

・川合 貞義会員 10 月 14 日

随行委員：平和フェロー・奨学金副委員長

・小崎 直利会員 10 月 19 日

福山 茂氏（相模原グリーン RC）
③地区危機管理セミナーご案内（延期後、再案内）
日時：11 月 12 日（金）13:30～16:00 場所：
藤沢商工会議所ミナパーク

・田所

毅会員 10 月 30 日

〇会社創立記念日祝
・冣住 悦子会員 1984 年 10 月 1 日

講演：「ロータリ

ーにおける危機管理」黒田勝基氏（高浜 RC）
出席対象者：会長、会長エレクトまたは幹事は

点

鐘

１２：３０

会場へのご参加をお願いします。青少年奉仕・

会

場

「敦煌」

米山奨学・ロータリー財団の各委員長は Zoom

司

会

櫻内 康裕ＳＡＡ

参加にて。登録締切日：11 月 4 日

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー 諸隈 武会員
※１０月２６日（火）夜間例会の出欠表を回覧しており
ますので、次週例会までにご記入下さい。
１８：３０～例会 １８：５０～懇親会 アルコール用意

会

員

２７名
１０月１９日卓話「台湾・タイ・韓国米山学友と
の楽しい交わり」担当：阿部毅会員

２６日「夜間例会」18:30 点鐘

１名

事前メイク者

２３名

０名

本日の出席率
９５．８３％

修正出席率(9/28)
９６．１５％

敦煌

●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

欠席者

出席（出席対象 20 名）

●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
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

