
第 2115 回例会 

４月 12 日 №37 

 

 

●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 

本日も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。その 

     前に報告事項として、先週 7日に市民会館ホー 

ルにて打合せを行い、会場やステージ、受付ロ 

ビー、楽屋など確認をしました。またホールに 

は検温機 4台があり、各参加者は検温のみとし、 

体調チェックシートの提出は実施しません。 

次に、お手元の資料でリハーサル時と本番の 

概要をご確認下さい。 

〇4 月 26 日（火）「地区研修協議会リハーサル 

11時集合「相模原市民会館あじさいの間」  

※地区研修委員会より６名出席予定 

     11:00～報告事項、打合せ 

  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

豊岡 淳       

12:00～昼食・歓談（12:50頃ホールへ移動） 

12:55～市民会館ホール開場、会場、備品設営 

14:00頃～全体会議①、➁のリハーサル開始 

 ※手の空いている会員はロビーにて資料の袋 

詰め、登録者名札の確認など。 

16:00頃～リハーサル終了予定、後片づけ。 

 ※手の空いている会員は備品や資料などを商 

工会議所１F倉庫へ運搬。 

17:00 ホール退場、解散 

〇4 月 29 日（祝）「地区研修協議会」 

8:30～商工会議所倉庫から備品・資料など市民 

会館前へ運搬 

8:55～市民会館ホール開場、受付ロビーへ集合 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



      

 

9:00～会長挨拶、報告事項など 

    9:10頃～各委員会にて役割分担を開始 

    ※中 RC控室は、ホール裏の「楽屋」にて。昼食も 

     用意。分科会場担当者は 13:15～分科会場へ移 

     動のため、その前に昼食を取って下さい。それ 

以外の会員は、できるだけ 13時以降に。 

12:00～全体会議（Ⅰ）開会 

    ※手の空いている会員は、ご出席下さい 

    13:15～全体会議終了、分科会へ移動 

    ※手の空いている会員は、全体会議(Ⅱ)準備、受 

     付ロビーの整理などをお願い致します。 

15:45～分科会終了、全体会議（Ⅱ）へ移動 

    ※手の空いている会員は、分科会場の後片付けを。 

 16:15～全体会議(Ⅱ)開始 

    ※手の空いている会員は、ご出席下さい 

    16:55～全体会議（Ⅱ）終了、懇親会場へ移動 

    ※実行、懇親委員会以外の会員は、ホール会場や 

楽屋などの後片付けを。 

    17:25～懇親会 開会 

    ※後片付け終了した会員より、順次ご参加下さい 

    18:25 懇親会終了 

    ※参加者を見送りの後、後片付けをお願いします。 

       19:00頃 解散（予定） 

〇設営・懇親会委員会：諸隈委員長 

当日の昼食は敦煌さんにお願いし、本日は試食 

を兼ねて、当日のお弁当を作って頂き、次週例会 

で、もう 1 種類のお弁当も出して頂きます。食べ 

た後のお弁当の引き取りも、ご好意でお願いでき 

ることになりました。昼食及び各分科会場の飲物 

は、柴胡 RC 会員の事業所に発注し各会場に配達。。

懇親会の打合せは明日、豊岡実行委員長も一緒に、

ア・ドマニ－さんと行います。 

〇記録・写真委員会：小崎委員長 

先週 8 日に各委員長打合せを行い、当日のプロ 

グラム冊子の作成は事務局と進めています。プロ 

グラムと報告書の表紙デザインも決定しました

ので、回覧しています。各分科会の原稿は、議事

録係の設置を前提に進めて頂きたいと思います。 

〇交通案内・誘導委員会：黛委員長 

 相模原駅からのシャトルバスや、バス駐車場な 

どの案内はコ・ホストクラブの会員を中心に行い、 

その役割分担を進めています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 20日（日）、地区大会 1日目に開催された 

会長幹事会において、各委員会からご報告いただ 

いた内容を一部ご紹介いたします。 

12ある委員会の内、最初に登壇したのは、戦略 

計画委員会の相澤光春委員長（ふじさわ湘南 RC） 

でした。今年度の委員会活動について報告されま 

したが、中でもクラブ戦略計画（クラブビジョン） 

を作成しているクラブに依頼・取材し、作成の動 

機、作成過程の苦労話し等をガバナー月信に毎号 

掲載しているとのことでした。 

ガバナー月信は、2020-2021年度よりペーパー 

レス化が図られ、私は内容確認を怠っていました 

が、さっそく地区ホームページから 2021年 9月 

号以降をダウンロードして読んでみました。 

既に紹介されているクラブは、平塚 RC、横須賀 

RC、茅ヶ崎 RC、伊勢原平成 RC、ふじさわ湘南 RC、 

座間 RCと 6クラブあり、次の 5月号には相模原 

ニューシティーRCが掲載されるとのことです。 

中には、阿部剣朗副委員長（藤沢南 RC、職業分 

類は公認会計士）とのインタビュー形式の記事な 

どもあり、とても分かりやすく親しみやすい内容 

になっています。阿部副委員長のお人柄と熱意も 

伝わってきます。 

当クラブでも今年 2月 15日の例会で、「クラブ 

戦略計画は何故、必要か？」と題して、ふじさわ 

湘南 RCの松下力会員に卓話を頂いたところです 

が、ガバナー月信の記事からは更に多くのクラブ 

の情報に触れることができ、大変参考になります。 

次年度から、クラブフューチャービジョン策定 

委員会の委員を務められる方々は、ご一読される 

ことを特にお奨めします。↗ 

 



 

 

ちなみに、当地区のガバナー月信は、2003年 7

月号から全て地区ホームページにアップされて

います。私の事務所に積んである紙の月信は全て

処分して良さそうです。ロータリーの友もさらに

高い山になっていますが、こちらは有料販売なの

で、電子版はあるものの、同じにはいかないよう

です。 

 

＜米山奨学生オリエンテーションの報告＞ 

次年度米山奨学委員長 阿部 毅 

4/10（日）、2022学年度「新規米山奨学生オリエ 

ンテーション」が藤沢の地区本部で開催され、出

席者は田島 G・佐藤 GN・地区米山担当と次年度奨

学生及びカウンセラーの総勢 80余名。自己紹介 

に続き、心得・実務などの説明が行われました。 

神奈川米山学友会の参加もあり、心強い応援メッ

セージと学友から励ましの言葉が寄せられました。 

     当クラブに委嘱された奨学生は、中国上海出身 

で青山学院大学社会情報学科３年の朱変琳（シュ 

イリン）さん、22才・女性です。将来の夢はジャ 

ーナリストだそうで、しっかりした学生です。 

今後 2 年間、当クラブが担当となりますので、

皆様のご支援を宜しくお願い致します。なお本人

は５月例会から出席予定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①地区研修協議会も間近かですね。本日のクラブフォ 

ーラム、豊岡実行委員長、よろしくお願い致します。 

➁本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●丸子 勝基会員 

結婚記念日を祝っていただき、有難うございます。 

毎日二人だけの生活、何とか続いています。感謝 

以外にありません。 

●諸隈 武会員 

①結婚記念日祝、ありがとうございます。まだ７回目で 

す。50回は目指して、頑張ります。 

➁豊岡委員長、本日も宜しくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

①4月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

➁地区協の各委員長の皆様、先日の打合せを踏まえ 

た報告をお願いします。 

●小野 孝会員 

結婚記念日祝の諸隈さん、阪西さん、丸子さん、 

おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①地区協まであと一息、豊岡実行委員長を盛り立て 

て、全員野球で頑張りましょう。 

➁今月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

①結婚記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

➁豊岡実行委員長、ご苦労様です。 

●冣住 悦子会員 

①4月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

➁豊岡委員長、フォーラム宜しくお願いします。 

●横溝 志華会員 

①お祝の皆様、おめでとうございます。 

➁豊岡実行委員長、クラブフォーラムお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

➁クラブフォーラム、豊岡実行委員長よろしくお願い 

致します。 

●大井 達会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

➁豊岡委員長、並びに各担当委員長の皆様、よろしく 

  お願い致します。 

 



  

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①２０２２年規定審議会説明会開催のお知らせ 

アメリカ・シカゴにて規定審議会が 4 月 10 日 

から開催され、この内容が次年度から関わって 

きますので、次年度会長・幹事には結果を正し 

くお伝えしたく説明会を開催致します。ご都合 

がつかない場合は代理出席をお願い致します。 

日時：5 月 26 日（木）15:00～16:30 場所：藤 

沢商工会館ミナパーク 登録締切：4 月 23 日 

②次年度向け 会員増強セミナー開催のご案内 

     会長エレクト、次年度会員増強委員長を対象に 

したセミナーを開催致します。 

     日時：5月 14日（土）16時～18時 場所：藤 

沢商工会館 締切：5月 9日 

 

 

４月１９日クラブフォーラム「地区研修協議会」 

  ２６日移動例会「地区研修協議会リハーサル」 

     11 時集合 相模原市民会館 

       ２９日（祝）「地区研修協議会」 

          8:30 集合 商工会館１F 倉庫前 

      

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 

 

 

 

 

  ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・諸隈  武会員 ４月 ４日 

・阪西 貴子会員 ４月１５日 

・丸子 勝基会員 ４月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月にオミクロン株が少し収束したと思ったら、ウク 

ライナへの侵攻が始まり、毎日の映像を見ています 

と、その悲惨さにウツになりそうです。また先日、通 

院しているクリニックで検査を勧められ心臓カテーテ 

ルを受け、結果は幸いに大丈夫でしたが、今月２６日 

に３カ月待ちした白内障の手術を受けます。 

  長女が音大を出て、どこへ就職するのか心配してい 

 たのですが、劇団四季に受かり、楽器よりプロデュー 

サーの方向に進むようです。息子も大学に合格し、 

やれやれという気持ちです。   （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 ２１名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/21) 

３名 ８７．５％ ７５．０％ 

＜近況スピーチ／阿部会員＞ 

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

