
第 2104 回例会 

1 月 18 日 №26 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     田後会長： 

まず、シェカール・メータ（Shekhar Mehta）

RI会長が掲げたテーマ「Serve To Change Live 

（奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため

に）」及び具体的指針「Each One Bring One」、

「Do More Grow More」に基づき、とくに会員維

持増強と有意義な奉仕活動の実践に尽力する。

という年度方針を掲げていましたが、現時点で

達成できていません。後半の課題です。 

具体的な実施計画の達成状況は次の通りです。 

①会員維持に努めながら、足で稼ぐ会員増強活

動を積極的に展開し、純増 2名以上、女性会

員比率 15％以上を実現する。後半の課題です。 

     ②新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつ

つ、世界ポリオデー、ロータリー奉仕デーに 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

 積極的に参画する。世界ポリオデーは地区の 

活動に従いました。ロータリー奉仕デーは後 

半の活動です。 

③「例会は、いつも楽しく、にこやかに。」をモ 

ットーに、会員相互のさらなる融和を図る。 

新型コロナウイルスの感染状況によっては、 

ハイブリット形式による例会開催も検討する。 

後半も継続して行います。 

④有意義な奉仕活動や創立 45周年記念事業など 

を題材に、地域メディアを最大限活用し、ロ 

ータリーの公共イメージ向上に寄与する。後 

半の課題です。 

⑤ロータリー財団寄付：年次基金 200ドル以上 

／会員・ベネファクター1名以上・ゼロ会員 

ゼロ、ポリオプラス寄付：40ドル以上／会員、 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



     

 

米山記念奨学金寄付：2 万円以上／会員・ゼロ

会員ゼロを目指す。お陰様で達成できました。 

そのほか後半には、地区研修協議会があります。

引き続きご指導・ご協力をお願いいたします。 

阪西幹事： 

実施計画の「⑤マイロータリーの登録を会員に

推奨する。」ですが、声掛けしていなかったので、

登録を宜しくお願い致します。また後半は、地区

研修協議会をサポートしていきます。 

ＳＡＡ：櫻内委員長 

感染が拡大しているので、防止に努めていきま

す。今後の例会については理事会で検討します。 

会計：豊岡委員長 

上期は特に大きな活動もなく、収支は順調です。

下期には 45 周年記念事業があります。上半期の

収支決算は本日の理事会で報告させて頂きます。 

クラブ管理運営・親睦活動委員会：藤本委員長 

楽しい例会に努め、肘タッチや近況スピーチな

ども取り入れています。昨年末の家族例会も無事

終了して、ホッとしています。先輩会員にも、い

ろいろな役割分担をお願いしていますが、快く引

き受けて頂き、感謝しています。 

姉妹・友好クラブ委員会：佐々木委員長 

台中文心ＲＣより昨年、熱海の災害に義援金を

送って頂きましたが、コロナでお礼の訪問も難し

い状況です。45周年記念がありますが、姉妹や友

好クラブにはどのように対応するのか、理事会で

検討をお願い致します。 

会員増強委員会：早川委員長 

思うように進んでいません。昨年末に新会員候

補者を招待し、今月からフォローしようした矢先

に、感染が拡大している状況で、どう対応すれば

よいのかと思っています。 

国際・職業奉仕委員会：黛委員長 

できる活動をやっていきたいと思いますが、国

際大会への参加は無理かと思います。来月の職業

奉仕月間のゲスト卓話も、対面でして頂けるのか

どうか未定です。 

社会奉仕・青少年奉仕委員会：横溝委員長 

上期はインターアクトとは活動できず、少年野

球の支援だけでした。光明学園からシューズの提

供について問い合わせがありましたが、現状では 

 

 

 

フィリピンを送ることも、持参することもできず、 

長期保管することになるため、シューズの提供は 

お断りしました。後半に向けて、何かできればと 

思っています。 

ロータリー財団・米山委員会：諸隈委員長 

お陰様で、財団は年次、ポリオ、恒久基金とも 

全て達成できました。米山も目標額を達成しまし 

た。皆様のご協力ありがとうございました。 

公共イメージ委員会：大井委員長 

 少年野球への支援はタウンニュースに記事を掲 

載して頂きました。何かメディアに掲載できる活 

動があれば、積極的に投稿致します。 

指名委員会：豊岡委員長 

昨年末に次年度理事役員を選出し、承認頂きま 

した。今後の活動を見守ります。 

細則改正委員会：田後委員長 

 昨年、新会員の会費について改正案を提出しま 

したが、否決となりました。以降は、改正につい 

ては特に提案はありません。 

地区研修協議会実行：豊岡委員長 

先日、地区研修委員会に出席し、打合せをして 

きました。コロナの収束状況次第ですが、地区で 

は、通常どおりの研修協議会で予定しています。 

明日は会長幹事会に出席し、各クラブにお手伝い 

の委員を依頼してきます。今後は櫻内副実行委員 

長と協力しながら、進めていきます。 

45 周年実行：黛委員長 

2月にクラブフォーラムを行いますが、イベン 

ト的な式典は難しいので、会員参加の会食などで 

楽しく周年をお祝できればと思います。 

 また「ロータリー奉仕デー」委員として、ホタ 

ルプロジェクトは 5月に講習会、6月にホタル祭 

りへの出店を予定しています。 

＜ご意見・提案事項など＞ 

・当クラブも 45周年を迎えますが、会員増強が課 

題となっており、クラブフューチャービジョン 

を検討して頂きたいと思います。今後の 50周年 

に向けて、どのようなクラブとするのか、目指 

していくのか、理事会に諮って、組織表を作成 

して頂きたいと思います。ロータリーは会長が 

毎年交代する単年度ゆえに、クラブの目標を定 

めた「策定委員会」の設置を要望致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週 11 日の新年夜間例会は、新型コロナウイ

ルス感染症の蔓延が急拡大する中、会員の皆さん

のご理解により、予定通り開催できたことを大変

嬉しく思っています。 

今年度は、創立 45 周年の伝統を継承しつつ、

「楽しくなければ、ロータリーじゃない！」をス

ローガンに、さらに魅力的で活気に溢れたクラブ

の構築を目指す方針でしたので、有意義な懇親の

機会になったものと思います。年末家族例会も賑

やかに行うことができました。開催にご尽力いた

だいた皆さんに、心より感謝申し上げます。 

しかし、今週には神奈川県全域に「まん延防止

等重点措置」の適用が実施され、その後、緊急事

態宣言の発出に至るかもしれません。またも閉塞

感に苛まれる日々を過ごすことになりそうです。 

本日は、「後半の活動に向けて」と題して、クラ

ブ協議会を開催しますが、可能な限り予定された

活動を行えるよう努力してまいります。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①会員誕生日祝の中里さん、おめでとうございます。 

②本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致し

ます。 

    ●中里 和男会員 

     本日は誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

     干支で 7週目の誕生日です。 

    ●小野 孝会員 

    ①中里さん、誕生日祝おめでとうございます。 

    ②今年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①誕生日祝の中里会員、おめでとうございます。 

②本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

①今年初めての例会出席です。引き続き、宜しく 

お願いします。 

②中里さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

中里会員、お誕生日おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①田後会長、各委員長、クラブ協議会宜しくお願 

い致します。 

②中里会員、誕生日祝おめでとうございます。  

●諸隈 武会員 

中里会員、誕生日祝おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①下期に向けて、田後会長以下、役員理事の皆さ 

ん、オミクロンとの共生で頑張って下さい。 

②中里会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

 まだまだお元気で、ゴルフを楽しんで下さい。 

●佐々木 敏尚会員 

中里さん、誕生日おめでとうございます！  

 

 

＜理事会報告＞ 

①年末家族例会 収支報告 

 収入の部 ２１０，０００円 

  （会員会費２４名×８千円、家族会費９名×２千円） 

 支出の部 パーティー費   ２７３，０００円 

        アトラクション謝礼 ５０，０００円 

        ビンゴ景品、子供菓子代 ４６，２０６円 

 計３６９，２０６円 差引不足金１５９，２０６円 

 （例会費より１０万円、親睦会費より５９，２０６円） 

②上半期収支報告の件 

 一般会計残高 ４，１４９，９７０円（内、地区立替金 

 奉仕会計残高   ９８３，４９３円  ３１８，０３４円） 

③２月１９日第５グループ クリーンキャンペーンの件 

 ２月は中止とする。 

④今後の例会について。ハイブリット形式で継続。 

 但し、拡大が続けば、再検討する。 

⑤クラブフューチャービジョン委員会について。 

 小崎会長エレクトが欠席により、次回に検討予定。 

 



  

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①下半期 人頭分担金 送金依頼 

     下記にて、2022 年 1 月中に送金下さい。 

地区本会計（下期分）7,850 円、地区事業費（下 

期分）2,900 円、地区大会分担金 8,000 円   

計 １人当り 18,750 円 

②2022 年決議審議会への決議案 提出のお願い 

     各クラブよりのご提案をお願い致します。地区

への提出締切期限：2 月 15 日 

③「新会員の集い」アンケート結果のご報告 

昨年 11 月 27 日に開催することができ、参加者 

からのアンケートを取りましたので、ご参考と 

して頂ければ幸いです。（アンケートは回覧） 

      

 

１月２５日クラブフォーラム「地区研修協議会」 

      担当：豊岡実行委員長 

２月 １日ゲスト卓話「職業奉仕月間にあたり」 

     地区職業奉仕委員長 前沢 弘之氏 

 

      

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 川合 貞義会員   

 

 

 

 

 

 

 

     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・中里 和男会員 

      １月３０日      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年４月に子供が小学校に入学するのに準備を 

 しているのですが、自分の親も大変だったろうと 

噛みしめています。また会社で毎朝、体温を測っ 

ているのですが、外の気温が低いので、皆、低体 

温が表示され、あまり効果が無いように思います 

が、毎日続けていけば、意識も違ってくるのと思い 

っています。            （概要にて掲載） 

 

●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 （Zoom 含）２３名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(12/22) 

２名 ９２．０％ ９５．８３％ 
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http://sagamiharanaka-rc.jp/

