●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 2101 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

12 月 21 日 №23
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 阪西 貴子

光明学園相模原高等学校

（概要にて掲載）

豊岡実行委員長より：
現在、地区研修協議会についてはクラブフォ

今年度は 2 年振りに対面での開催を予定して

ーラムでの報告や意見交換など、内容的に進ん

いますが、4 月頃のコロナ感染状況の見通しが

でおりません。実は本日例会終了後に、地区研

想像できないため、確定ではありません。また

修委員会と当クラブ実行委員会との打合せを

来年になりましたら、早々に組織表を作成して、

行うため、今日の例会には佐藤ガバナーエレク

順次進めていきたいと思っています。

トや杉岡委員長を始めとする地区委員の方々

地区研修委員会 杉岡委員長より：

がご出席されています。
現時点で報告できることは、開催日程は来年

地区研修協議会の目的は次年度に向けて、RI
やガバナーのテーマ・地区方針などに対し、リ

4 月 29 日（祝）に決定。会場は従来ですと、大

ーダーやサブリーダーを中心に勉強する会合で、

学などで行うのですが、コロナ感染防止で大学

ほとんどの会員が１回は参加されていると思い

施設の使用が許可されません。よって市民会館

ます。先程、豊岡実行委員長が話されたように、

をメインとする近隣の公共施設（産業会館、学

これまでは大学のホールで式典を行い、各教室

習センター、教育会館）を予約しましたが、当

で分科会を行っていましたが、今年度は分科会

日は各分科会場への誘導が必要になります。

場が、別々の公共施設になります。

よって会場の移動など、大変難しい問題も出て
まいります。
この地区研修協議会のホストクラブは、地区内
9 グループの順番制であり、今年度は第 5 グルー
プが担当となり、グループ内の順番で相模原中 RC
に決定となりました。
おおよその進行は、何度か参加されている方も
いると思いますので、想像がつくと思いますが、
大幅に変更されることないと思っています。
ただ会場の人数制限などもあり、懇親会につい

本来は「握手タイム」にしたかったのですが、

ては未定となっています。これまで 2 年間はオン

新型コロナウイルス感染防止策として「友情の肘

ライン開催でしたので、佐藤ガバナーエレクトも

タッチタイム」に切り替えたことは、かえって新

今年度はぜひ対面でと希望しております。中クラ

鮮味があり、多くの皆さんに気に入って頂いたも

ブの会員皆様には宜しくお願い致します。

のと自負しています。
ロータリーの楽しみ方は人それぞれですが、今

＜ガバナーエレクトよりご挨拶＞
佐藤

祐一郎氏（津久井中央ＲＣ）

年度は親睦を重視してきました。コロナ禍におい
も例会は毎週リアル（ハイブリッド）で開いてき
ましたし、明日の年末家族例会は家族を招いて開
催。新年夜間例会も通常通り行う方向で準備して
います。もちろん感染対策は徹底して行います。
12 月 8 日の会長幹事会で、2 月 19 日(土)に、
「第 5 グループ合同例会懇親会」をレンブラント
ホテル東京町田で開催する旨のご提案がありまし
た。着席形式で会費は 1 人 7,000 円。会場は 300
名まで入りますが、概ね 100～150 名位の出席を
想定していて、会員数の 3 分の１程度を目安に各
クラブで出席者を調整して欲しいとのことです。

本来はもっと早く、お伺いしたいと思っており

会長、幹事、会長エレクト、幹事エレクト、次

ました。今年度の地区研修・協議会では、会員皆

年度地区副幹事、次年度地区大会実行委員は優先

様にご協力頂けなければなりませんので、宜しく

して出席していただく方向ですから、ご予定をお

お願い申し上げます。

願いします。

私は以前から、中クラブは格式と不思議な魅力
があると思っていました。またお酒好きな諸先輩

また、同じく 2 月 19 日(土)に「クリーンキャン
ペーン」を実施することも提案されています。日

も多くおられますので、とても好きなクラブです。 本のロータリークラブから発信された、環境保全
（概要にて掲載）

のためのクリーンキャンペーンが、世界中で広ま
っていることもあり、当地区でもこれを推奨して
いるとのことです。
当日は第 4 グループのクリーンキャンペーンが

今年の通常例会は、今日で最後となります。今

行われ、第 5 グループでも同日に行うことで、よ

年度は「楽しくなければ、ロータリーじゃない！」

りインパクトのある活動にしたく、各クラブで理

をスローガンに、さらに魅力的で活気溢れたクラ

事会に諮っていただきたいとのことです。

ブの構築を目指してきました。

概要については清掃時間 1～2 時間程度。清掃

場所・清掃方法は各クラブが決める。複数クラブ
合同でも可。場所が決まらないクラブについては
相模川を提案。市民参加については各クラブに任

●永保 固紀会員
入会記念日を祝っていただいて！
●小野 孝会員、豊岡 淳会員

せる。天候などの関係で延期・中止などの判断も

佐藤ガバナーエレクト、ようこそ！地区研修協

各クラブに任せる。とのことで、1 月 19 日(水)の

議会、杉岡委員長、生駒副委員長、脇委員、宜

会長幹事会までに報告を求められています。1 月

しくお願いします。

18 日(火)の理事・役員会で協議したいと思います。 ●櫻内 康裕会員
①入会記念日祝の永保会員、おめでとうございます。

＜委員会報告＞
〇親睦活動委員会

②本日は佐藤ガバナーエレクト、ようこそ。地区

藤本委員長

いよいよ、明日は「年末家族例会」となります。

研修協議会について、委員の皆様ご苦労様です。
よろしくお願いします。

アトラクションの“マジックショー”やビンゴ

●冣住 悦子会員

ゲームなどの企画も用意しておりますので、楽

①永保さん、入会記念日祝おめでとうございます。

しんで頂きたいと思います。

②杉岡パストガバナー、生駒様、脇様、ようこそ

〇ゴルフ同好会より

櫻内会員

いらっしゃいませ。

来年 2 月開催の「地区大会親睦ゴルフコンペ」

③豊岡委員長、フォーラム宜しくお願いします。

に、できれば 4 名 1 組は参加したいと思いま

●諸隈 武会員

すので、ご参加頂ける方は申し出ください。

①永保会員、入会記念日祝おめでとうございます。

開催日時：2 月 28 日（月）52 組 208 名予定

②佐藤ガバナーエレクト、杉岡委員長、生駒副委

場所：レイクウッドゴルフクラブ（大磯町）

員長、脇委員、本日はありがとうございます。
●伊倉 正光会員
①佐藤ガバナーエレクト、ようこそお出で下さい
ました。杉岡様、生駒様、脇様、クラブフォー

●杉岡 芳樹地区研修委員長（相模原ＲＣ）

ラムよろしくお願いします。

本日は公式訪問以来、2 年振りに例会にお伺い

②永保会員、入会記念日祝おめでとうございます！

致しました。今年度の地区研修協議会の打合せ

●阿部 毅会員

もさせて頂きます。宜しくお願い致します。

①佐藤ガバナーエレクト、本日はようこそ。次年

●佐藤 祐一郎ガバナーエレクト（津久井中央ＲＣ）

度、頑張って下さい。

ご無沙汰致し申し訳ありませんでした。いろい

②地区協に関して、杉岡委員長、生駒副委員長、

ろご迷惑をお掛けしております。本日の地区研

脇委員の皆様、本日は宜しくお願い致します。

修協議会の件で、お時間を頂き有難うございます。

③永保会員、入会記念日のお祝を申し上げます。

●生駒 秀之地区研修副委員長（綾瀬ＲＣ）

●横溝 志華会員

本日は初めて例会に参加させて頂きました。

①永保会員、入会記念日おめでとうございます。

よろしくお願いします。

②佐藤ガバナーエレクト、地区研修協議会の杉岡

●脇 吉昭地区研修委員（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
本日は地区研修・協議会宜しくお願い致します。
●田後会長、阪西幹事

委員長、生駒副委員長、脇委員、来ていただき、
ありがとうございます。
●佐々木 敏尚会員

本日は、佐藤第 2780 地区ガバナーエレクト、杉

佐藤様、杉岡様、生駒様、脇様、本日はお越し

岡地区研修委員会委員長、生駒地区研修委員会

頂きまして、有り難うございます！

副委員長、脇地区研修委員会委員の皆様にお出

本日のスマイル額

２８，０００円

で頂きました。地区研修・協議会について宜し

今年度の累計額

４１２，５００円

くお願い致します。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①次年度／2022～23 実施年度向け 第２回地区
補助金説明会／補助金管理セミナーご案内
地区補助金申請予定のクラブで、第 1 回説明会
に参加されていないクラブは、必ず今回の第 2
回説明会にご出席をお願い致します。対象者は
会長エレクトを含み、奉仕プロジェクト委員長、
財団委員長、会長、幹事の内の 1 名、計 2 名ま
でとなります。
日時：1 月 29 日（土）14:00～16:00
場所：第一相澤ビル（藤沢）
②「職業奉仕月間」卓話者派遣について

・永保 固紀会員

検討の結果、下記ロータリアンがお伺いさせて

１９７８年１２月１２日

頂きますので、事前打合せをお願い致します。
卓話日：2 月 1 日（火）例会 卓話者：地区職
業奉仕委員長 前沢 弘之氏（津久井中央 RC）

点

鐘

１２：３０

会

場

「敦煌」

各クラブの社会奉仕活動に関して、意見交換の

司

会

場として開催させて頂きます。対面でもリモー

斉

唱

トでも参加できるハイブリット開催ですので、

ソングリーダー 藤本 恵介会員

ご出席を宜しくお願い致します。

ゲスト

③社会奉仕委員長会議のご案内

櫻内 康裕ＳＡＡ
ロータリーソング「我等の生業」
佐藤 祐一郎ガバナーエレクト

日時：2 月 10 日（木）17:00～18:30 場所：第

（津久井中央ＲＣ）

一相澤ビルまたは Zoom 登録締切：1 月 17 日

地区研修委員会
杉岡 芳樹委員長（相模原ＲＣ）
生駒 秀之副委員長（綾瀬ＲＣ）
脇

吉昭委員（茅ヶ崎湘南ＲＣ）

１２月２８日→２２日（水）
「年末家族例会」
１８：３０点鐘「レンブラントホテル」
１月 ４日例会取止め
１１日「新年夜間例会」
１８：３０点鐘「小田原屋」
１８日クラブ協議会「後半の活動に向けて」

会 員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２６名

（Zoom 含）２１名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(12/7)

２名

９１．３０％

９２．０％

定例理事役員会

●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
●編

毎週火曜日

１２：３０～１３：３０

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/
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崇

