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●姉妹クラブ
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千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区
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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

前回のクラブフォーラムでも、ご相談させて

現在までの記念例会の提案としては、会員に

頂きましたが、これまで開催してきたような記

よる食事会をメインとして、マイクロバスなど

念式典や事業は、なかなか難しい状況ですので、 を利用するか現地集合とし、外部講演者による
記念例会の方向で考えています。ただ、昨年末

お話やアトラクションなどは難しいかと思いま

に年末家族例会を実施していますので、同じよ

すが、何か、皆様からご意見やご提案があれば、

うな形式ではなく、違う内容で行う予定です。

お願い致します。

また、この今後には節目の創立 50 周年もあ

＜会員よりの意見、提案など＞（要約にて）

って、周年事業積立金も必要ですので、今回は

〇これまでの周年式典を振り返ると、一般の方

一部だけを使わせて頂き、できるだけ残してお

々を招待して、有名な方の講演会などを開催

きたいと思います。

していました。

プログラム上では、5 月 28 日（土）を予定し

委員長：この状況下では、不特定多数の方をお

ておりますが、4 月 29 日に地区研修協議会も

呼びするのは難しいので、もし講演をする場

ありますので、日程は少し遅らせても良いかも

合は、参加者はクラブ会員が対象になるかと

しれません。

思います。

〇食事会だけで、記念の奉仕活動はしないのでし

＜45 周年 記念パンフレット（案）＞

ょうか？ コロナ禍で苦境の施設や市への寄付
なども検討してはどうか。会員が楽しむだけで

＜裏表紙＞

＜表紙＞

なく、何か奉仕活動をした方が良いのでは。
〇食事会も大事かと思いますが、周年記念誌の作
成に重点を置いても良いのでは。当クラブが行
ってきた奉仕活動も忘れられているので、これ
までの事業を掘り起こして、記念誌にしっかり
と残して頂きたい。
委員長：記念誌については、会員増強にも役立て
て頂けるように小崎会員にお願いして、記念パ
ンフレットの形で作成を進めておりますので、
小崎会員から概要を説明して頂きます。
＜小崎会員より、Zoom にて資料の説明＞
・基本は、A3 サイズの両面印刷、見開き形式。

＜中開きページ＞

掲載内容は、主な奉仕事業、クラブ紹介、ロ
ータリー紹介など。
・会員紹介（名簿）は、A4 サイズで両面印刷。
内容は会員の写真と職業紹介、例会案内や年
会費、入会案内など。この名簿は入退会など
により編集可能。
今後、このパンフレットの内容をバージョン
アップするかどうかは未定。
〇パンフレットの会員写真は、仕事や活動してい
る写真が良いのではないか。
委員長：コロナが少し収束しましたら、会員の集
合写真も撮影予定です。現在、クラブで保存し
ている会員写真は、5 年前の 40 周年時の写真で
すので、次週例会から写真撮影を予定していま
すが、最近の写真がお手元にある方は、メール
でお送り頂くか、例会にご持参下さい。
〇パンフレットには、当日の記録として 45 周年
記念例会も掲載した方が良いのでは。
委員長：今回の記念パンフレットは、増強用資料
に近い形で作成していますので、当日の内容を
掲載するかどうかは未定です。
本日は、皆様からご意見や提案をありがとうご
ざいました。また記念例会の内容についてはご
相談させて頂きますが、パンフレットの作成は
進めていきますので、宜しくお願い致します。

＜会員名簿（案）表・裏＞

私は、当時入会 1 年目でしたが、格式の高いす
ばらしい記念例会だったと記憶しています。しか
し、当時の式次第を見ると、司会は SAA の山中さ
ん、会長が金沢さん、幹事が瀬戸さん、実行委員
長が老沼さん、ソングリーダーは西島さんでした。
当時の実行メンバーが、ことごとく退会されて
います。10 年ひと昔と言いますが、まさにその感
があります。今回、立派な記念誌とまではいきま
せんが、45 周年時の会員紹介くらいは残しておき
たいと思っています。

本日はクラブフォーラムを開催し、創立 45 周
年事業について皆さまにご協議頂きたいと思い

●田後会長

ます。

①黛実行委員長、クラブフォーラムよろしくお願

周年事業と言えば、記念式典、記念事業、記念
祝賀会、記念講演、記念誌などが主な事業として
思い浮かびます。40 周年の際は、式典、講演、祝
賀会を盛大に行い、記念事業（空飛ぶシューズプ
ロジェクト）には、地区補助金を活用して注力し
ました。
友好クラブとしてお招きした台中文心 RC の皆
さんは大はしゃぎでしたね。記念誌も立派に仕上
げることができたと思います。
次の大きな節目は 50 周年です。創立以来、最大
の節目と言って良いでしょう。今からしっかり企

いします。
②来月は、もう PETS ですね。小崎会長エレクト、
行ってらっしゃい。
●冣住 悦子会員
黛委員長、クラブフォーラム宜しくお願いします。
●佐々木 敏尚会員
本日のクラブフォーラム、黛実行委員長、宜し
くお願い致します！
●伊倉 正光会員
黛実行委員長、クラブフォーラム宜しくお願い
します。

画を練って、資金を確保していく必要があると思

本日のスマイル額

います。そのような中、今年度 45 周年を迎えま

今年度の累計額

４，０００円
５１７，５００円

す。さて今回はどうするか。私は記念例会を内輪
で行うことに留めてはいかがと思っています。新
型コロナウイルス感染症の収束が見通せないこ

＜地区大会ご案内＞（概要）
〇３月２０日（日）
「鎌倉パークホテル」

とが一番の理由ですが、40 周年と 50 周年の谷間

１３：００～会長幹事会

の年でもありますし、50 周年時の資金確保という

１５：００～クラブリーダーセミナー

面もあります。

１７：３０～ＲＩ会長代理

そこで、35 周年の際の周年事業が参考になるか

〇３月２１日（祝）
「藤沢市民会館大ホール」

と思います。当時の資料を確認すると、記念例会

１３：３０～点鐘・式典

として、ガバナー補佐、姉妹クラブ会長から来賓

１５：５０～記念講演

祝辞をいただき、チャーターメンバーの表彰、奉

歓迎晩さん会

「日本の未来を切り拓いた渋沢栄一」

仕事業（アニマルセラピー犬活動）の報告が行わ

１６：５０～閉会式

れました。その後、祝賀会を催し、飲食歓談しな

１８：００～懇親会 市民会館前多目的広場

がら、ハーモニカ演奏のアトラクションを楽しみ
ました。

※三密を回避し、オープンエアーな
空間での開催

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①会長エレクト研修セミナー（PETS）開催ご案内
下記にて開催致しますので、会長エレクトのご
出席をお願い致します。
日時：3 月 12 日（土）点鐘・本会議 10:00～
17:35 懇親会 17:45～19:00
場所：藤沢商工会館ミナパーク 登録料 1 万円
登録締切：2 月 22 日
※次年度「ロータリー手帳」申込みについて
（詳細は回覧にて）
希望者はクラブにて購入しますので、2 月 22 日
例会までに申込み下さい。

特に近況でお話することはないのですが、昨
年で会社を創立して 50 年位になり、私の荷物も
かなり多く、自宅に置こうと思ったのですが、

※ロータリー財団より、確定申告用（免税）領収

家内に断わられました・・。大きな段ボールで

書を昨年ご寄付頂いた対象の方にお渡しして

20 数個あり、整理のため部屋を借りています。

おります。尚、領収書の再発行はできませんの
で紛失されないようにご注意下さい。

特に大変なのが、切手の整理です。記念切手は
全て購入していて、年に 50 種類位発行されます。
最近の珍しい切手は大谷選手ので、写真が付いて
います。また切手と一緒に、コインも出てきて、

２月１５日ゲスト卓話「戦略計画について」
地区副幹事 松下 力氏
２２日クラブフォーラム「地区研修協議会」

ずっと整理しているのですが、なかなか片付きま
せん。また卓話の機会があれば、切手の話などさ
せて頂きたいと思っています。 （概要にて掲載）

豊岡実行委員長
３月 １日卓話 河野 崇会員
定例理事役員会

会

員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２６名

（Zoom６名）２０名
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修正出席率(1/25)
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会
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唱

横江 利夫 副ＳＡＡ
ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー 河野 崇会員

９５．８３％

げす

●例会場 中国名菜「敦煌」

●例会

〒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

●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

相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

毎週火曜日

阿部

１２：３０～１３：３０

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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