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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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     議長（会長）： 

これより、クラブ細則第 5条 1節により「次

年度理事役員選出のための年次総会」を開催致

します。クラブ細則第 1条に「定足数は会員総

数の 3 分の 1 以上」とあり、本日の出席者は、 

     21 名により、本日の年次総会は成立致します。 

尚、2019年の規定審議会での定款改正（定款 

第 7条 2節）により、年次総会にて「前年度の 

収支報告」と、「今年度収支の中間報告」を発 

表することとなっております。 

今年度収支報告については、先月 11 月末日

での中間収支報告となり、前年度収支報告は今

年度の活動計画書にも掲載されていますが、一

緒に回覧させて頂きます。 

では櫻内指名委員長より、指名委員会の経過 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一部概要にて掲載） 

 

報告と次年度理事役員候補者の発表をお願い致 

します。 

櫻内指名委員長： 

指名委員会を 11月 16日 13:30～「敦煌」に 

て行い、候補者を選出させて頂きました。今回 

はクラブの活性化を目指し、また増強にも力を 

入れていかなくてはなりませんので、できるだ 

け若手会員を中心に、よりロータリーを理解し 

て頂き、進めていければと思います。 

 尚、次年度は当グループの佐藤ガバナー年度 

により、既に地区役員の委嘱を受けている会員 

も候補者として重複しておりますが、副委員長 

や委員の方々でカバーして頂ければと思います。 

では、次の候補者を選出させて頂きましたの 

で発表致します。＜候補者氏名の読み上げ＞ 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



     

 

    議長（会長）： 

     ただ今、発表頂いた候補者の採決を取ります。

細則第７条により、挙手による採決と致します。 

次年度理事役員候補者に賛成頂ける方は、挙手を

お願い致します。（確認） 

全会員の賛成により、候補者の皆様は承認され 

    ました。ありがとうございました。では次年度理

事役員の皆様は前列にご集合下さい。 

代表して、小崎会長エレクトよりご挨拶をお願 

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今はご承認頂き、 

ありがとうございます。 

 次年度は若手中心で 

すが、その中でも私が 

一番若輩者になります 

ので、皆様に助けても 

らいながら進めていき 

ます。まだ半年以上先 

の年度ですが、温かく見守って頂ければと幸いで 

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員（〇印は理事兼務） 理    事 

〇会 長 小崎 直利 クラブ管理運営委員長 諸隈  武 

〇会長エレクト 阪西 貴子 会員組織委員長 横江 利夫 

〇副会長 大井  達 奉仕プロジェクト委員長 藤本 恵介 

〇直前会長 田後 隆二 Ｒ財団・米山委員長 横溝 志華 

 幹 事 大井  達 公共イメージ委員長 河野  崇 

 会場監督 冣住 悦子 

  会 計 早川 正彦 

（副幹事） 藤本 恵介 

 

＜小崎会長エレクトよりご挨拶＞ 



 

 

 

 

警察署協議会委員の候補者推薦依頼が、相模原 

警察署より当クラブ宛にありました。警察署協議会は 

平成１３年６月１日から設置され、皆さんの中にも、既 

に委員を務められた方もいると思います。 

協議会は警察法第５３条の２に規定があり、「警察 

の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとと 

もに、警察署長に対して意見を述べる機関」とされ、 

この法律を受け、神奈川県警察署協議会条例が制

定。「委員の任期は 2年」、「2回に限り再任されること

ができる」などの規定があります。更に、各警察署協

議会委員の定数等は、協議会規則（公安委員会規

則）で定められ、警察署ごとの委員定数は７～１５人、

相模原警察署協議会は１０人とされています。 

今回は辞職に伴う補欠選任のため、他の委員の任

期と合わせ、令和５年６月３０日までとのことです。 

委員の人選は、「神奈川県警察署協議会運営要

綱の制定について」の例規通達が発信されていて、

「女性の登用を積極的に推進すべき」、「地域を代表

してその意向を表明するにふさわしい者であるべき」、

「会議への出席が十分に見込まれる者であるべき」と

いった留意事項が記されています。 

尚、相模原警察署協議会は原則として、毎年１、４、

７、１０月開催され、中央区内に居住または勤務され

ている方の推薦を求められています。 

推薦を受ける団体等も、例規通達に記載があり、

「原則として、協議会が置かれる警察署の管轄区域

内の自治会、自治体、学校その他その業務上地域に

おける安全に関する問題に日常的に関わりをもつ団

体等とする。尚、管轄区域内に自治会、自治体、学

校等がそれぞれ複数ある場合には、可能な限りそれ

らの連合会、連絡会等その集合体を優先すべきであ

るが、それによらない場合は、地域バランス等を踏ま

えた上で選定すること。また、その業務上地域におけ

る安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体

等については、地域の安全に関する問題とのかかわ

りの程度、地域を代表して、その意向を表明し得る度

合い等を勘案して選定すること。推薦を受ける団体等

が固定化することのないように配慮すること」 

理事会で協議し、適任者を推薦したいと思います

が、複数団体から選考の上、委嘱が決定されるとのこ 

      とです。              （一部要約にて掲載） 

 

 

 

●田後会長、小崎前幹事 

①川合さん、黛さん、お誕生日おめでとうございます。 

②櫻内指名委員長、年次総会よろしくお願いします。 

●川合 貞義会員 

 誕生日を祝って頂いて、ありがとうございます。また、 

今年から来年にかけて良いことがあるかもしれません。 

年を重ねるたびに、そう考える事にしました。 

●黛 裕治会員 

①川合さん、お誕生日おめでとうございます。私も祝っ 

ていただき、ありがとうございます。 

②次年度理事役員となられる皆様、楽しみにしています。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②本日の年次総会、次年度理事役員の発表・承認が 

あります。よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

  誕生日祝の川合さん、黛さん、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

  会員の皆様、お久し振りです。川合会員、黛会員、 

おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

会員誕生日祝の川合さん、黛さん、おめでとうござい 

ます！  

●横溝 志華会員 

  お祝の川合会員、黛会員、おめでとうございます。 

●永保 固紀会員 

  例会を休みましたので。 

●阿部 毅会員 

 川合会員、黛会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①本日、会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②年次総会、よろしくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①田後会長、櫻内指名委員長、年次総会宜しくお願い 

  します。 

②川合会員、黛会員、誕生日おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①川合会員、黛会員、誕生日祝おめでとうございます。 

②田後会長、櫻内委員長、本日は宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとうございます。 

②いよいよ、来年度が動き出しますね。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・川合 貞義会員 12月 11日 

    ・黛  裕治会員 12月 27日 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

      ありません 

    ＜理事会報告＞ 

①相模原警察署より、協議会委員 推薦の依頼。 

  小崎次年度会長を推薦、承認。 

②年末家族例会の予算案について 

  会費：会員８千円、家族（中学生以上）１人２千円 

      子供（１２才以下）無料 

         支出：経費概算金（※詳細は略）を承認  

      ③１月１１日（火）新年夜間例会の件 

        １８：３０点鐘、会場は親睦委員会に一任。 

      ④創立４５周年記念例会について 

      ・来年５月２８日（土）を予定、会場は黛実行委員長 

     に一任。会員のみの記念例会として開催。 

      ・記念例会＆増強パンフレットの作成を承認。 

      ⑤Ｒ奉仕デー「ホタルの舞う相模原事業」の報告。 

        黛担当委員長より報告。事業の支援を承認。 

      

 

１２月１４日卓話 丸子 勝基会員 

     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アスリートの応援団を立ち上げ、その後、コロナで休 

眠状態でしたが、個人的にはトライアスロンの井出さん 

と、高飛び込みの坂井丞（ｼｮｳ）君を応援しています。 

若手の台頭で井出さんはオリンピック選考に落ちまし 

たが、相模原市在住の坂井君は５位入賞をしました。 

 今月２６日には、グリーンプールで初の冠大会とな 

る「坂井丞カップ」を開催することになり、地元から盛り 

あげたいと思っています。まだ２７才なので、次回のパ 

リオリンピックも目指しているそうで、ぜひ応援をして頂 

ければと思います。２６日の大会もぜひお越し下さい。 

 私自身の近況については、ゴルフとサウナばかり行 

っています。               （概要にて掲載） 

     

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕ＳＡＡ 

斉  唱 「国歌君が代」 「四つのテスト」 

ソングリーダー 藤本 恵介会員   

 

 

●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 

２６名 ２１名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/16) 

３名 ８８．０％ １００％ 

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

