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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

豊岡

淳

先日 16 日に地区研修委員会に出席してきま

に、各分科会のリーダー・サブリーダーとの打

したが、先にこれまでの経過を報告致します。

合せ会があり、できれば都合のつく方はご出席

分科会場の１つ、教育会館ですが、１つの部

をお願い致します。私と櫻内副実行委員長、阪

屋を２分割して使用するため、音漏れなどの心

西幹事の 3 名も出席します。後程、事務局より

配があり、会場を確認してきましたが、しっか

詳細をご連絡致します。

りしたパテーションで区切られているため、

次に予算案の資料を配っております。コロナ

問題はありませんでした。ただ、音響装置が片

前は、地区研修協議会の登録者は 800 名位あり

側の部屋にしかないため、もう１つ音響機器が

ましたが、ここ 2 年程はオンライン開催で、今

必要になります。
（黛会員に依頼し、借用を確認） 年はコロナ禍での開催ということで、一般登録
次に各分科場に、当クラブより担当者を１名

者を約 600 名＋リーダー・サブリーダーが約 50

づつ配置することになり、実行委員会で決めさ

名で計 650 名として、登録料＋地区補助金を入

せて頂きました。
（各担当者の氏名を読み上げ）

れて、収入を 530 万円としています。

地区からも地区副幹事が１名づつ、サポートに

支出について、これまでと異なる項目はコロ

つきます。尚、担当者の皆様は 3 月 4 日に（金）

ナ対策費や、会場へのシャトルバス経費などで、

懇親会の開催は未定ですが、概算で 100 万円計上

かさむことも予想されるので、登録料 8,000 円

しました。この予算でできるかは判りませんが、

も値上げが必要になるかもしれないが、会員皆

懇親会場は、
「産業会館・多目的ホール」で、フロ

様のご意見はいかがでしょうか。

アーにシートを敷いて行う予定です。
本日は、次年度の地区研修協議会ホストクラブ
である伊勢原 RC から東会員が参考のため、お見
えになっておりますが、今後、当クラブの開催方

Ｑ：コロナ対策として、出席者にはワクチン 3 回
目の接種証明の提出を必要としては？
委員長：難しい面もあり、当クラブだけでは判断
できない状況です。

法がコロナ禍での地区研修協議会の参考例にな
るかと思います。コロナ禍では大学施設が借りら

本日は皆様からの貴重なご意見や提案をありが

れず、市内の公共施設を複数利用するなどが、今

とうございます。当クラブでは通常開催すること

後は必要になり、会場費やコロナ経費の追加料金、 を前提に進めていきます。現在の状況では、3 月
懇親会での感染防止対策費など考えると、この登

に一旦、収束しそうですが、4 月はどうなるか誰

録料 8,000 円で賄えるのか心配になります。

にも判りませんので、決めて動くしかありません。

では、皆様からのご意見やご提案などありまし
たら、お願い致します。

また今年度、当クラブが担当する地区研修協議
会の方法や内容が、今後の参考例となり、メリッ
トやデメリットも出てきます。初めてのことも多

＜会員よりの質問・提案など＞（要約にて）

く、いろいろな方面で行き届かずに、地区や参加

Ｑ：懇親会開催の可否は、いつ決定するのか？

者から不平や不満が出ることもあると思います。

料理や予算などは？

それも１つの通過点として、今後に生かせれば

委員長：開催する前提で進めています。これまで

良いと思っています。3 月はフル回転で活動して

出席してきた懇親会では出席者に対し、料理等

いきますので、皆様のご協力をよろしくお願い致

はかなり少ないと感じていました。帰る人を見

します。

込んで少なめに注文したのか、予算の関係で少
なかったのかは判らないが・・。
Ｑ：ビュッフェ形式は無理だと思うが？ コース
料理とか、簡単な「おつまみセット」とか・・。
委員長：ビュッフェ式以外で、何か違う形での良
い案があれば、教えて頂きたい。
Ｑ：地区研修協議会の開催方法や懇親会は、だれ
が、いつ、最終判断をするのか？
委員長：地区研修委員会でも様子見で、3 月 21 日
の地区大会の開催状況を見てからと言われま
した。前年度は 2 月末頃に、オンライン開催に
決定したが、今年度は大丈夫だろうと雰囲気が
あるようです。当クラブとしては、フル開催す
ることを前提に進めている。
Ｑ：開催方法が変更（オンライン）になれば、会
場費や懇親会のキャンセル料は？

明日 2 月 23 日はロータリー創立記念日ですね。
1905 年 2 月 23 日の夜、ポール・ハリスたち 4 人

委員長：既に会場費は立替で払込みしているので、 の仲間がロータリーとして始めての会合を行った
現時点でキャンセルしても発生するが、キャン

ことから定められています。ロータリーの創始者

セルポリシーは確認します。今回、分科会場も

たちの活動理念を再確認し、ロータリアンとして

複数に分散し、懇親会にもコロナ対策で費用が

初心にかえる日なのだろうと私は思います。

一方、
今日 2 月 22 日は、
「にゃんにゃんにゃん」

④相模原西 RC から衛星クラブの紹介があり、
「相

で猫の日とされています。今年は特に、2022 年 2

模原西令和大野ロータリー衛星クラブ」の座間

月 22 日であることから、
超猫の日だそうですが、

議長、角尾幹事がオブザーバー出席されました。

行政書士記念日でもあります。

現在会員数は 8 名で、例会は第 2、第 4 木曜日

1951 年 2 月 22 日に新憲法下で行政書士法が公
布されたことから、この日を記念日とし、神奈川

12:30～「カーヴ ド アズマヤ（CAVE de Azumaya）
」
（相模大野）で行っているとのことです。

県行政書士会でも、式典や記念講演会を予定して
いましたが、新型コロナの影響から、SDGs をテー

＜委員会報告＞

冣住会員より

マにオンライン講演会を開催するにとどめまし

〇フィリピンのマカティ・ポブラシオン RC

た。ロータリー創立記念日と同様、初心に立ちか

より「19 周年記念例会 in ZOOM」ご案内

えり、将来への展望を模索してみたいと思います。

2 月 28 日 AM11:30 ＊日本では 12:30～

先週の会長の時間では、今月の会長幹事会のご
報告が中途半端に終わっていました。議事録が届
きましたので、皆さんに関係のある項目について
補足します。

●東 学君（伊勢原ＲＣ）

①3 月の地区大会は、21 日 13:30～17:30「藤沢市

皆さん、こんにちは。伊勢原ＲＣの東でござい

民会館大ホール」で本会議が行われます。大懇

ます。本日は次年度地区協のホストクラブのエ

親会は 18:10～19:30 の予定で、
藤沢市民会館前

レクトとして、勉強させて頂きます。よろしく

多目的広場で暖を確保して行われます。

お願い致します。

②第 5 グループのロータリー奉仕デーは、
「ホタ

●田後会長、小崎前幹事

ル舞う相模原」と題し、相模原市との共催にな

クラブフォーラム「地区研修・協議会」豊岡実

ります。第 1 部は、5 月 21 日（土）11:00～津

行委員長、よろしくお願いします。もう 2 カ月

久井の三ケ木で、ホタル生息地の現地視察を行

後ですね。

います。日本ホタルの会理事の古河義仁氏を招

●田所 毅会員

き、ロータリーからは会長または奉仕デー実行

本日、入会記念日祝を戴きました。30 年になる

委員 15 名程度が参加します。古河氏による講

と思います。これからもよろしく！

演会を、13:00～15:30 に「津久井公民館大ホー

●冣住 悦子会員

ル」で行います。市内ホタル保存会会員、市の

豊岡委員長、クラブフォーラム宜しくお願いし

担当職員、津久井高等学校生徒及び津久井地区

ます。

中学校生徒に出席頂き、ロータリアンの参加は

●佐々木 敏尚会員

100 名弱の予定です。

本日のクラブフォーラム、豊岡実行委員長、

第 2 部として、6 月 11 日（土）に行われる「三

宜しくお願い致します！

ケ木ホタルまつり」へ「組み紐」を出店予定で

●伊倉 正光会員

す。午後～21:00、奉仕デー実行委員と相模原東

豊岡実行委員長、クラブフォーラム宜しくお願

RC 会員（計 30 名程度）で実施予定。ロータリ

いします。

アンの皆さんはお客としてご参加下さい。

●大井 達会員

③延期していた「クリーンキャンペーン」は、第

いよいよ、地区研修協議会の実施計画を詰めな

4 グループから 5 月 29 日に相模川清掃を一緒に

ければならないのに、ステルス出現で第 7 波は

どうかと声がかかっています。また同日夕方か

どうなるのでしょうか。

ら第 5 グループ合同懇親会をレンブラントホテ

●横溝 志華会員

ル町田で行う予定で、150 名限定なので、出席

本日のクラブフォーラム、豊岡実行委員長、

会員は各クラブ概ね 3 分の１程度になります。

宜しくお願い致します。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①「新世代交流会」参加者登録のご案内
地区大会第 2 日目に開催の「新世代交流会」に
つきまして、今年は対面での開催を予定してお
りますので、3 月 1 日までに出席者をお知らせ
下さい。
日時：3 月 21 日（月・祝）9:30～開会 場所：
藤沢市民会館 内容：新世代事業紹介／基調講
演／テーブルディスカッション（昼食を用意）
※3 月 21 日（祝・月）地区大会の出欠表を回覧し

急にスピーチを依頼されまして、今月 26 日は

ております。本日の例会までに本会議、懇親会

たまたま入会記念日で、もう 30 年になりますが、

の出欠席のご記入をお願い致します。

健康で過ごせるうちは、ロータリーも頑張ろうと

※次年度「ロータリー手帳」申込みの件（詳細は
回覧にて）本日の例会が最終申込みとなります
ので、申し込まれる方はお願い致します。

思っています。先日、兄が古希を迎え、孫も入れ
親族 11 人でコロナ禍ですが、お祝をしました。
会社の方は代表取締役を退任して、会長職とな
りました。もう 4～5 年前から長男がやるように
なり、会社の株価もお陰様で高くなってきました。

３月 １日卓話 河野 崇会員
定例理事役員会

次男も専務として支え、二人体制でやっており、
100 年企業を目指して、頑張れと応援しています。

８日クラブフォーラム「地区研修協議会」

（概要にて掲載）

担当：豊岡実行委員長
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