
第 2114 回例会 

４月５日 №36 

 

 

●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 

本日は 4月第一例会日ですが、次の第一例会

日には地区研修協議会は終了いると思うと、ド

キドキの思いです。もう開催まで１カ月を切り、

今後の例会は地区研修協議会一色となります。 

各委員会や地区との打合せも続き、私も一杯

一杯の状況になっています。本日は各委員長か

らの経過報告のあと、各委員会ごとで打ち合わ

せをお願い致します。 

〇登録・接待委員会：藤本委員長 

      当委員会は私と冣住さん、川合さん、小野さ

んの 4人で担当しますが、私と冣住さんは分科

会の会場担当者でもあり、会場設営が終わるま

では川合さんと小野さんに頑張って頂きたい

と思います。第 5グループ各クラブ事務局にも 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

豊岡 淳       

応援を依頼予定です。 

先日、市民会館にて受付ロビーのテーブルや 

イスなど事前確認をしてきました。当日は登録 

者に渡す資料が多いため、26日のリハーサル終 

了後に、資料の袋詰め作業を予定しています。 

〇大会運営・分科会委員会：早川委員長 

 当委員会の役割は、市民会館ホールの設営と 

大会運営、分科会場の設営ですが、分科会の 5 

つの施設と 12の会場の下見は、ほとんど終了し 

ています。 

 特に分科会場は、予約の終了時間が 17時まで 

ですので、後片付けなどを考えると、かなり厳 

しい時間になります。現在、全体会議の進行表 

とシナリオ作りを進めています。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



      

 

〇設営・懇親会委員会：諸隈委員長 

     本日、例会前に懇親会場の「産業会館多目的ホ

ール」で下見と打ち合わせをしてきました。懇親

会は、1 個づつのワンプレート（おつまみ程度）

料理を予定。また、リーダ・サブリーダー、お手

伝いスタッフ、当クラブ会員の昼食を「敦煌」さ

んに依頼し、次週例会で試食を兼ねて出して頂き

ますので、ご意見があればお願い致します。 

     昼食会場と 12の分科会場での飲物（ペットボ 

トル）は業者に依頼し、各施設に配達して頂きます。 

〇記録・写真・報告書委員会：小崎委員長 

     報告書の作成が主なので、協議会終了後がメイ

ンの役割になります。懸念しているのが、各分科

会でのディスカッションや質疑応答で、録音して、

その後の文字起こしを誰がするのかということ

です。またページ数も限られているので、文字起

こししても、そのまま掲載はできません。 

     写真撮影は業者の方を１名依頼していて、イベ 

ント関係全般もやっている方です。現在は、当日 

用のプログラム冊子作成のため、原稿の依頼と、 

取りまとめをしています。 

〇交通・案内委員会：黛委員長 

     シャトルバスは相模原駅～市民会館まで２台

用意。マイクロバス申込のクラブが 11 クラブあ

り、市民会館裏にバス駐車場を確保。当日は、シ

ャトルバスとバス及び有料駐車場の交通案内、分

科会場への誘導など、コ・ホストクラブの会員に

もお手伝い頂き、安全を第一に努めていきます。 

豊岡実行委員長：今後の予定ですが、下記となり 

ます。 

・4 月 6 日 15 時～「地区研修委員会との打合せ」 

・4月 7日 9時～「市民会館ホール担当者との打 

合せ」 

・4月 8日 18時～「各委員会の委員長・副委員長 

と打ち合わせ」 

・4月 14日 17時～「コ・ホストクラブとの打合せ」 

・4月 26日 11時～移動例会「リハーサル」 

11時～打合せ 12時～昼食 13時～リハーサル 

・4月 29日 9時～地区研修協議会 

私も地区研修協議会終了までは、ロータリーを

最優先でやるつもりですので、ご協力を宜しくお

願い致します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月に入りました。3月 20日・21日に開催され 

た「地区大会」が終わりました。21日の本会議を 

22日例会の移動例会として扱わせて頂きましたが、 

会員 3分の 1以上の出席があり、無事要件を満た 

したことをご報告します。 

2日目の本会議は大幅に規模を縮小して行うと 

聞いていましたが、開催時間に大きな短縮はなか 

思います。1日目には会長幹事会があ 

り、地区各委員会から活動状況について教えて頂 

きましたので、後日、この会長の時間のネタに困 

った時には、ご報告させていただきます。 

さあ、いよいよ地区研修・協議会の開催日が今 

月 29日に迫りました。今月の例会プログラムは、 

もう地区研修・協議会一色になっています。豊岡 

実行委員長始め主要な役割を担って頂く方々には、 

例会時に限らず、準備や打合せに集まって頂いて 

います。本当にありがとうございます。 

私の言い訳ですが、当クラブ例会に出席するた 

め、前々から火曜日は極力空けるようにしていま 

すので、逆に火曜以外の日程が詰まってしまって 

います。地区研修委員会との打合せや会場の下見 

など、お任せしてばかりで心苦しい限りです。 

まだまだ、当日のイメージを描ききれていない 

状況にありますが、相変わらずコロナ感染レベル 

が気がかりです。地区研修・協議会の頃には、ま 

ん延防止等重点措置も解除され、第 6波もかなり 

収束しているのではないかと期待していました。 

しかし、ステルスオミクロンとか BA.2とか呼 

ばれ感染力が高いとされるオミクロン株に置き換 

わってきており、第 6波が収束する前に、第 7波 

が押し寄せるとの予測が現実味を帯びてきました。 

 



 

 

開催当日までに、まん延防止措置が再適用され 

ることはないと思いますが、開催形態を具体的に 

どうするかは、当クラブの責任においてに決定し 

なければなりません。特に、飲食を伴う懇親会は 

悩ましいところです。本日、午前 9時から会場と 

なる産業会館多目的ホールで、下見と打合せを行 

いました。室内ながら、ある程度、開放感の高い 

会場設定ができることを確認してきました。詳し 

くは、このあとのクラブフォーラムでご協議頂け 

ればと思います。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①本日の会員誕生日の皆様、おめでとうございます。 

➁クラブフォーラムは地区研修協議会についてです。 

豊岡実行委員長、よろしくお願い致します。 

      ●竹田 繁会員 

     誕生日を祝って頂き、誠にありがとうございます。

今後ともよろしくお願い致します。 

●小崎 直利会員 

 誕生日祝、ありがとうございます。２０日で３９才にな 

  ります。感謝いっぱいの一年にしたいと思います。 

  明日、６歳の息子も小学生になります。入学式に、 

  行ってきます。 

    ●冣住 悦子会員 

①誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。 

➁本日のフォーラム、よろしくお願いします。 

●永保 固紀会員 

  地区大会を休みましたので、スマイル。 

●小野 孝会員 

①クラブフォーラム担当の豊岡実行委員長、よろしく。 

➁会員誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さん、 

  おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①地区協の本番が近づいてきました。豊岡実行委員 

長を中心に、クラブ一丸となって頑張りましょう！ 

➁本日誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①竹田会員、冣住会員、小崎会員、おめでとうござい 

ます。 

➁豊岡実行委員長、本日はよろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・冣住 悦子会員 ４月 ６日 

・小崎 直利会員 ４月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  じつは 3月に婦人系の病気で、初めて手術を 

 しました。コロナで検診をしばらくしていなく 

て、クリニックも混んでいたのですが、１つだ 

け引っ掛かってしまいました。急ぐ必要のある 

病気ではなかったのですが、医師から急にキャ 

ンセルが出たので、どうかと連絡があり、慌て 

て手術のため入院しました。20年程前にも内視 

鏡でポリープ切除したことがあり、良性でも、 

稀にガン化することもあるようです。 

 今回、検診のお陰で早めに処置できました。 

最近は検診も手軽にできるようになっています 

ので、皆様もぜひ受けるようお勧めします。 

（概要にて掲載） 

 

 

        

＜近況スピーチ／阪西会員＞ 



  

 

 

         （要約にて） 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①２０２２年地区研修協議会 開催のご案内 

     相模原中ＲＣをホストとして開催致します。 

４月２９日（祝）登録１１：００～ 点鐘１２：００ 場所：

相模原市民会館とその周辺会議室 登録料１名 

８千円 登録締切：４月５日 出席義務者：（以下、

次年度）会長、幹事、クラブ管理運営、公共イメー

ジ、会員増強、職業奉仕、社会・国際奉仕、青少

年奉仕、ロータリー財団、米山奨学、研修リーダー

の各委員長、新会員（入会３年未満） 

②次年度クラブ幹事 研修のご案内 

     ５月１４日（土）１３時～１５時 場所：藤沢商工会館 

        登録締切：４月１２日 

③ウクライナ難民支援の義援金ご協力のお願い 

ポーランドのシュチェチンＲＣより（経緯や活動の状 

況は回覧にて）１人千円以上 締切日：４月１９日 

④地区大会本会議オンライン配信のお知らせ 

 当日ご出席頂けなかった皆様へ、お知らせ下さい。

You Tubeにて配信（詳細は回覧にて） 

⑤デジタル化推進委員会より、「設備投資ゼロか

ら始めるスモールＤＸ」セミナー開催 

４月１６日、２１日、３０日（各定員２０名）、無料  

締切：４月１１日 ※詳細は回覧にて 

⑥第７回日台ロータリー親善福岡大会ご案内 

 福岡会場と台湾会場に集い、オンラインで開催。 

     ５月６日（金）１６：００～ 場所：ホテルニューオータ 

ニ博多  登録料：２２，０００円 締切：４月１３日 

⑦ヒューストン国際大会 日本人親善朝食会 

 ６月５日（日）７：３０～ 場所：Marriott Marquis  

Houston 会費１万円 締切：４月８日 先着２５０名 

２．津久井中央 RC より、第５グループ親睦ゴル 

フコンペのご案内 

     ５月１９日（木）８：１５～ 場所：相模湖 CC プレー 

費：約２万円（懇親会、賞品代含） 締切：４月２０日 

 

  ●零会場 中国名采「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 

 

 

３．相模原 RC より、６０周年記念式典ご案内 

 ５月１５日（日） 場所：相模原けやき会館 出席対象 

者：各クラブ会長、幹事 登録締切：４月１５日 

４．ロータリーの友より、購読料改定のお知らせ 

 ２０２２年７月号より、１冊２００円→２５０円（税別） 

 

      

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 川合 貞義会員 

 

 

 

 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

①４月移動例会について 

  ４/２６（火）移動例会「リハーサル」 １１時に現地集 

  合(市民会館) 12時～食事 13時～リハーサル 

➁４月２９日地区研修協議会について 

  AM８：３０に現地（市民会館）集合。 

③ウクライナ難民義援金 依頼の件 

  １人千円以上 社会奉仕予算より２６，０００円支出。 

④ロータリー奉仕デー 負担金依頼の件 

  １人千円。奉仕デー予算より２６，０００円を支出。 

⑤相模原ＲＣ ６０周年記念式典の件 

  会長・幹事のみ出席。お祝金として５万円を承認。 

⑥第５グループ クリーンキャンペーン参加の依頼。 

  ５月２９日（日）９～１０時頃 「相模川河川敷」 

  有志にて参加とする。 

 

 

●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 （Zoom1 名）２４名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/15) 

１名 ９６．０％ ８８．４６％ 

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

