
第 2105 回例会 

1 月 25 日 №27 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     実行委員長 

本日の資料として、実行委員会組織表（案）

と、主な役割（概要）を配っておりますが、始

めに「地区研修委員会」と打合せ内容や、これ

までの経緯について、ご説明させて頂きます。 

まず会場ですが、市民会館をメイン会場とし

て、近隣の４つの分科会場（産業会館、教育会

館、総合学習センター、けやき会館）は全て予

約を終了しております。 

      今のところ、地区からは全て通常どおりの開

催方法で進めて下さいとのことですので、懇親

会も実施予定です。 

      また、第５グループの各クラブにもお手伝い

として、各クラブから４名の委員選出を依頼し

ております。この委員の方々には、主に当日の 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

豊岡 淳 

交通案内や分科会場への誘導、また分科会場で 

のサポートなどを担当して頂く予定です。 

 今後の予定として、2 月 15 日に地区研修委員 

会がありますが、当クラブからも出席し、予算 

案の提出や打合せを行う予定です。地区研修委 

員会としては 3 月 20、21 日に「地区大会」が 

ありますので、この開催方法を参考にしていき 

たいとのことです。 

 本日はフォーラムですので、何か皆様から質 

問や要望などがありましたら、お願い致します。 

＜質問、要望など＞（概要にて） 

〇役割分担で、取り掛かる時期や準備期間は？ 

・今年に入って、急に具体的に進みだしたので、 

コロナ状況を見ながら、その都度、各委員会 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 実行委員会 

      

 

委員長と副委員長を中心に、進めて頂くことに 

なるか思います。 

〇各分科会部門のリーダーとは？ 

・各部門の研修を担当するリーダー、サブリーダ 

ーではなく、地区研修委員会より分科会場に当 

クラブから 1名づつ配置してほしいとのことで 

す。リーダーというより責任者や世話役のイメ 

ージで、例えばプロジェクターやマイクの調整

などするとか。地区からも副幹事が 1 名づつサ

ポート委員として配置されるかと思います。 

〇会場や備品確認は事前にした方が良いのでは？ 

・電話では一応、各会場に確認していますが、現 

 場に行き、実際に確認の必要はあると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「地区研修協議会」の基本について説明が必要 

ではないか。通例は、各部門のリーダーはパス 

トガバナーが務め、サブリーダーは地区委員会 

の委員長が務めています。 

・今年度もその形で人選されています。 

豊岡実行委員長より：今後のコロナ感染状況によ 

り、開催方法も大きく変わってくるかと思いま 

す。前年度も通常どおりの対面開催で進めてい 

て、2 月に入りオンライン開催に決定しました。 

せっかくホストクラブになり、準備を進めてい 

ますので、通常どおり開催できればと思って、 

準備はしっかりやっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２０２２年地区研修・協議会 実行委員会組織表（案）＞ 

ガバナー：田島 透                       ホストクラブ：相模原中 

ガバナーノミニー：佐藤祐一郎                    コ・ホストクラブ 

＜地区研修委員会＞                                              相模原、相模原ｸﾞﾘｰﾝ、津久井 

委員長：杉岡 芳樹                       中央、相模原橋本、相模原ﾆｭ 

副委員長：生駒 秀之、瀧澤 秀俊       実行委員会       シティ、相模原南、相模原西、 

委員：森田 正紀、大河原 幸夫、脇吉昭、中込 仁志、                   相模原東、相模原柴胡、相模 

横山 秀夫、保田 嘉雄、中谷 元士、田邊 一三、三宅 譲、                     原かめりあ 

小山 輝彦、石井 卓、常盤 卓嗣、露木 清勝 

〇実行・企画委員会 

会  長：田後 隆二   幹  事：阪西 貴子 

実行委員長：豊岡 淳    副実行委員長：櫻内 康裕 

〇登録・接待委員会 

委員長 副委員長 委   員 

藤本 恵介 最住 悦子 川合 貞義、小野 孝、佐々木 敏尚 

〇大会運営・分科会委員会 

委員長 副委員長 委   員 

早川 正彦 横江 利夫 永保 固紀、田所 毅、丸子 勝基 

〇設営・懇親会委員会 

委員長 副委員長 委   員 

諸隈 武 横溝 志華 中里 和男、甲斐 美利、大井 達 

〇記録・写真・報告書委員会 

委員長 副委員長 委   員 

小崎 直利 河野 崇 阿部 毅 

〇交通案内・誘導委員会 

委員長 副委員長 委   員 

黛 裕治 大槻 実 竹田 繁、伊倉 正光 

 



 

 

 

     

新型コロナ感染拡大が急速 

に進んでいます。昨日 1月２４ 

日の神奈川県内新規感染者は 

５７２６人と、休日明けの月曜に 

もかかわらず、過去最高を記録 

しました。東京都では２月に、３ 

万人に達するとの予測もありま 

す。私が週に数回通っている 

虎ノ門タワーズオフィスでは、昨日８人の新規感染の

連絡が入りました。過去にはなかった人数です。 

先週１月１８日の理事会で、今後の例会開催につ

いて協議しました。「まん延防止等重点措置」は適用

されましたが、緊急事態宣言の発出には至っていな

いことから、当面はハイブリッド例会を継続し、今後の

感染状況を見極めた上で、２月１日の理事会で再度、

協議することとしました。 

飲食を伴う形式で例会を開催することは、感染防

止の観点から慎重に、その可否を判断すべきと思い

ますが、オミクロン株を侮るわけではありませんが、重

症化リスクが低いとの分析もあり、経済・社会生活との

両立も考えれば、安易に中止すべきものとも思えませ

ん。私はロータリーの生命線は、例会・親睦にあると

考えています。最大限の感染防止策を講じながら、

開催継続にはこだわりたいと思っています。 

１月会長幹事会を欠席のため、正確な情報を得て

いませんが、２月１９日（土）に予定の第４・第５グルー

プのクリーンキャンペーンは開催延期とのことです。３

月２０、２１日の地区大会前に開催したいとの意向で

したが、この寒空の下、第６波がピークを迎えると言わ

れる時期に、あえて行う必要はないとのことです。 

尚、今週２９日の第２回地区補助金説明会は、

Zoom を併用し、予定通り開催します。会長エレクトを

含む２名出席が、次年度地区補助金受給の要件とな

っています。次年度、有意義な奉仕活動ができるよう

ご出席をお願いします。 

本日は例会後、地区研修協議会のフォーラムを行

います。新型コロナ感染は、沖縄県では既にピークア

ウトとの報道もあり、第６波もいずれ収束するものと思

います。現段階では通常開催の予定で準備を進める

しかありませんので、ご協力宜しくお願い致します。 

（一部要約にて掲載） 

 

 

 

 

●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

 中ＲＣの皆様、こんにちは。顔だけ出させて頂きまし 

たので、スマイルさせて頂きます。 

●田後会長、小崎前幹事 

①１月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②地区研修・協議会に向けたクラブフォーラム、豊岡 

実行委員長、よろしくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

会社創立記念日を祝って頂き、ありがとうございま 

す。現在 44期目、代表になって 22年。まだまだ、 

これからです。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。また入会記 

念日祝をありがとうございます。 

②クラブフォーラム、宜しくお願い致します。 

●小崎 直利会員 

入会記念日祝ありがとうございます。入会７年目に 

なりました。次年度の会長職が務まるよう、２０２２年、 

頑張ります！ 

●冣住 悦子会員 

①入会記念日祝、会社創立記念日祝の皆様、おめ 

 でとうございます。 

②豊岡委員長、フォーラムよろしくお願いします。 

●竹田 繁会員 

会社創立記念日祝、入会記念日祝の皆様、おめ 

でとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①豊岡実行委員長、クラブフォーラム宜しくお願いし 

ます。 

②本日お祝の豊岡会員、櫻内会員、小崎会員、おめ 

 でとうございます。 

●阿部 毅会員 

①地区協フォーラム、豊岡委員長宜しくお願いします。 

②会社創立記念、入会記念日の皆様、おめでとうご 

ざいます。 

●大井 達会員 

①豊岡会員、本日のクラブフォーラム、よろしくお願い 

 致します。 

②1月お祝の皆様、おめでとうございます。 

         本日のスマイル額 １７，０００円 

 



  

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①クラブフューチャービジョンセミナー 実施

報告書配信のご案内 

     実施報告書を作成しましたので、クラブビジョ 

ン策定の参考にして頂ければ幸いです。 

（※報告書ご希望の方には、メールにてデータを 

送ります。全 60 ページ） 

②地区大会親睦ゴルフコンペ中止のお知らせ 

     参加申込み頂いた皆様には、大変申し訳ござい

ませんが安全第一を考慮し、ガバナー及び実行

委員会で「中止」を決定させて頂きました。 

③第９回全国インターアクト研究会 Web（Zoom）

開催のご案内 

日時：4 月 24 日（日）14:00～16:30 参加方法： 

Zoom 登録料：無料 登録締切：2 月 28 日  

当日は、各地区のインターアクトクラブ代表校 

の動画による活動報告を予定。 

 

      

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 

     定例理事役員会 

         

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇会社創立記念日 

 ・豊岡 淳会員 1979年 1月 19日 

 〇入会記念日祝 

 ・櫻内 康裕会員 2009年 1月 13日 

 ・小崎 直利会員 2015年 1月 13日 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年程前からスポーツジムに通い、先月末には 

辞めてしまったのですが、成果が２つ程ありました。 

１つは筋肉量が増え、体脂肪が減りました。もう 

 １つはゴルフです。体が締まったせいか、飛距離 

 は良いのですが、スコアの方が悪くなりました。何 

 かを得るには何かを失う・・、筋肉量を得て、スコア 

 を失ったということでしょうか。  （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 （Zoom4 名）２２名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/11) 

１名 ９５．８３％ ９５．６５％ 

＜近況スピーチ／河野会員＞ 

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

