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●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

本日のクラブフォーラムは、各委員会で打ち

しますが、当クラブの担当者にはリーダ・サブ

合わせをお願いしたく、委員会ごとに着席して

リーダーからの要望もありますので、念のため

頂いていますが、その前に先日 3 月 4 日に地区

出席をお願いした次第です。

でリーダー・サブリーダーの打ち合わせがあり
ましたので、その報告をさせて頂きます。

尚、先日のフォーラムで要望がありました登
録料 8,000 円ですが、今年度は数か所の会場確

当日は私と櫻内副実行委員長、阪西幹事、ま

保やコロナ対策経費が増加するため、地区研修

た各部門の担当者として、丸子さん、阿部さん、

委員会に値上げを打診しました。しかし、現状

最住さん、次年度地区副幹事として藤本さんと

では値上げは無理とのことです。もし予算がオ

諸隈さんも出席して頂きました。

ーバーしたら、何とか搔き集めると非公式の発

今回はリーダー、サブリーダーの打ち合わせ

言はありましたが・・。

がメインでしたが、当日は各分科会部門に担当

またワクチン接種証明書の提出も、接種を受

クラブからも１名づつを配置します。また地区

けるかどうかは個人判断になるので、それを義

副幹事も各１名、更にコ・ホストクラブのお手

務として課すには難しいとのことで、感染対策

伝いの会員から各１名づつ、計３名がサポート

の徹底をするということになりました。

今後は今月 21 日に地区大会がありますので、

委員長：事前にパソコンやプロジェクター利用す

内容は違いますが、規模は同程度になるかと思い

るかどうかを確認している。また会場はできる

ますので、いろいろ参考にしていきたいと思いま

限り、机やイスを移動しないよう依頼している。

す。その他で、スケジュール的に変更になった点

分科会の終了時間が 17 時頃で、ほとんどの会場

は、リーダー・サブリーダーの受付時間が 10：30

予約時間 17 時までなので、動かしてしまうと、

～が 10:00～に 30 分早く繰り上げになりました。

元に戻す時間が無く、また、その作業をする担

では当日、参加された部門担当者の会員からも

当者もいないので、できるだけ現状のまま使用

報告をお願い致します。

してもらうが、どうしても動かす必要がある場

＜報告／質疑応答など＞

合は、事前申請を依頼して、対応を考えます。

Ｑ:部門担当者が実際に何をするのか、よく判ら
ないが。

委員長：大会運営・分科会の早川委員長を含めて、
会場の現地確認を早めに行う予定です。また交

委員長：各部門会場での備品（プロジェクターや

通・分科会案内委員会でも、シャトルバスや各

マイク、音響など）確認が主になります。各リ

会場への移動時間や、案内する会員の立ち場所

ーダーやサブリーダの PC データ確認もお願い

の確認をお願い致します。

します。また分科会は約 2 時間ですが、録音機
を準備して、ディスカッションの内容も録音し
て、報告書にまとめて下さいとのことです。

＜丸子会員に傘寿のお祝贈呈＞

Ｑ:では、地区副幹事の役割はどうなのか。
委員長：担当者と一緒に、備品確認などになると
思いますが・・。
Ｑ:報告書の作成はどこが担当するのか？
委員長：地区研修委員会との打合せで、報告書は
当クラブが作成します。リーダー、サブリーダ
ーには、事前にデータ提出して頂くことになっ
ています。
Ｑ：ディスカッション内容のまとめ方をどうする
のか決まっているのか？

おめでとうございます！

会員より：報告書の作成について、当クラブとし
て指針を決めておいた方が良いと思う。録音し
たものを全て原稿起こしするのは、大変な作業
になる。
委員長：地区からも、報告書の作成が一番苦労す
ると言われているので、何か良い方法があれば
と思いますが・・。
会員より：既に、各部門から地区を通じて、当日
の内容や備品の要望書が提出されているので、
事前に準備が必要になるのでは。
会員より：リーダーか、サブリーダーにパソコン
を持参してもらうが、仕様によってはプロジェ
クターが使えない場合もあるので、当クラブで
各々の会場を今後、事前にこまかく確認する必
要がある。

ロータリーでは、政治と宗教はご法度と言われ
ています。しかし何が政治で何が政治ではないか

という議論は古くからあり、1929 年に国際ロータ
リー理事会は「国際ロータリーは国家間の紛争や
政治的紛争の種になっている事柄については、一

●田後会長、小崎前幹事

切干渉しない。
」との声明を発しているそうです。

①丸子さん、傘寿のお祝おめでとうございます。

一方、
ロータリーの 7 つの重点分野の一つに「平

➁結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

和と紛争予防／紛争解決」があり、我が第 2780 地

③クラブフォーラム、豊岡実行委員長、よろしく

区も国際基督教大学に設置された平和センター
で学ぶ平和フェローの支援を続けてきています。
ウクライナへのロシア軍侵攻が開始されたの
は 2 月 24 日、翌 25 日には、
「ウクライナ情勢に関

お願いします。
●丸子 勝基会員
①傘寿のお祝をいただき、有難うございます。
今後共、宜しくお願い致します。

する国際ロータリーからの声明」が発表され、
『過

➁結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

去 10 年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国

●田後 隆二会員

のロータリークラブは国の違いを超えて、親善を

結婚記念日祝をいただき、ありがとうございます。

推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導する

今年も忘れていました。助かります。

平和構築プロジェクトに、積極的に取り組んでき

●冣住 悦子会員

ました。私たちは今、この悲劇的な出来事に直面

①横溝さん、大槻さん、田後会長、結婚記念日祝

しているウクライナのロータリー会員や、人びと
のために祈ります。国際ロータリーは、救援物資
や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をもたら
すために全力を尽くします。
』とあります。
昨日 3 月 7 日には、在日ウクライナ大使館が、
ロシアに侵攻されたウクライナの人道支援のた

おめでとうございます。
➁豊岡委員長、クラブフォーラム宜しくお願いし
ます。
●小野 孝会員
結婚記念日祝の横溝さん、大槻さん、田後さん、
おめでとうございます。

めに特別銀行口座を開設して以来、約 15 万人か

●阿部 毅会員

ら 40 億円近い寄付が集まっていることを明らか

①いよいよ地区協の本格スタートですね。豊岡委

にしています。ロータリー財団でも、深刻化する

員長、宜しくお願いします。

ウクライナでの人道的危機を救うため、ロータリ

➁結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

ー地区が実施している救援活動を支える資金と

③丸子会員、傘寿おめでとうございます。

して、災害救援基金を指定し、次の通り対応する

●中里 和男会員

ことを決めたそうです。

結婚記念日祝の横溝さん、大槻さん、田後さん、

○6 月 30 日まで、ウクライナと国境を接する指定

おめでとうございます。

ロータリー地区とウクライナ国内のロータリ

●諸隈 武会員

ー地区は、災害救援基金から各地区 5 万ドルま

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます

での補助金を申請できる。迅速な手続きが行わ

➁豊岡委員長、本日は宜しくお願い致します。

れるこれらの補助金は、水、食料、シェルター、

本日のスマイル額

１２，０００円

医療品、衣服といった救援物資を含め、この危

今年度の累計額 ５９２，５００円

機による難民や被災者の支援に利用できる。
○4 月 30 日まで、ロータリー地区は未配分の地区
財団活動資金（DDF）を災害救援基金に充て、ウ
クライナと関連する人道的補助金を、支援する
ことができる。
当地区のロータリー財団委員会も忙しくなりそ
うです。

＜第５グループクリーンキャンペーンについて＞
予定日時：５月２９日（土）
９：００～１０：００を目途に
清掃場所：相模川河川敷
※「桂川・相模川流域協議会」の協力のもと、
第４グループも実施

＜近況スピーチ／丸子会員＞

・横溝 志華会員 ３月 １日
・大槻

本日は、私の８０才の誕生日を祝って頂き、ありが

実会員 ３月 ７日

とうございます。案外、早く来るものですが、８０才を

・田後 隆二会員 ３月２５日

楽しみにしていました。８０才まで元気で生きられた
ことに対する、自分へのお祝の気持ちです。
ロータリーに入会して、約２０年になりますが、まだ

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

まだお元気な諸先輩方の川合さん、小野さん、中里

①地区大会 3 月 21 日（祝）まん延防止等重点措

さんを見ていて、良いお手本になっており、私も負け

置延長により、変更のお知らせ

られないという思いです。１００才になったら、１００点、

本会議プログラムのさらなる簡略化と、懇親会

私は８０才なので、まだ８０点でしょうか。

の時間短縮を決定しました。詳細につきまして
は、改めてご連絡させて頂きます。

今後も先輩方に刺激をもらいながら、ロータリー活
動も元気でして参ります。

（概要にて掲載）

②規定審議会 立法（決議）案の提案について
茅ヶ崎 RC と相模原ニューシティ RC より、計
4 件の立法案が提出されましたので、資料をお

点

鐘

１２：３０

読み頂き、反対表明される場合は 4 月 15 日ま

会

場

「敦煌」

でに、お送り下さい。期日までに反対表明が無

司

会

い場合は賛成とみなします。
（資料は回覧にて）

斉

唱

２．丸子勝基会員が３月８日に、傘寿を迎えられ

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 川合 貞義会員

ましたので、内規により記念品贈呈。

３月１５日「PETS 報告」担当：小崎会長エレクト
２２日→２１日（祝）移動例会「地区大会」
13:30～開会・本会議「藤沢市民会館」

●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

会 員

出席（出席対象 20 名）

２６名

（Zoom3 名）２1 名

２名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(2/22)

１名

９５．８３％

事前メイク者

９５．８３％

●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
阿部
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