●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

第 2116 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

４月 19 日 №38
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

いよいよ次週 26 日はリハーサル、29 日は本

することなると思いますし、当日の天候も心配

番となり、本日の例会が全体での最後の打合せ

しています。雨が降ると、特に各分科会場への

日となります。先週 13 日（水）はア・ドマニ―

移動が大変になり、その対応も検討する必要が

と懇親会の打合せ、14 日（木）はコ・ホストク

出てくるかと思います。

ラブとの打合せで、当日の説明と役割分担のお

〇櫻内副実行委員長より：

願いをしましたが、まだまだやらなければなら
ないことがかなりあります。

先週 14 日のコ・ホストクラブの打合せですが、
地区研修委員会からも出席して頂きましたが、

まずは、会員皆様は 29 日のご予定は大丈夫

全 10 クラブの内、3 クラブが全員欠席となりま

でしょうか！ここ最近、濃厚接触者となる方も

した。各クラブには少なくとも 1～2 名は出席頂

増えていて心配です。私も実行委員長の責任と

きたいと依頼はしたのですが・・。一応、各ク

して、ずっとお酒や外出も控えて、体調管理に

ラブの役割分担表を作成して、当日のお手伝い

努めています。

の割り振りと説明をしてきました。

また当日は、急な仕事や役割分担のお願いを

当日の集合時間ですが、当クラブは 8:30 です。

コ・ホストクラブと地区副幹事は 9 時となります。
また 26 日のリハーサルですが、11:00 に市民会
館「あじさいの間」にご集合下さい。地区研修委
員会からも 6 名出席されます。尚、ガバナー事務
所でも 2 年振りの対面開催ということもあり、資
料の準備など対応が遅れています。この後、各担
当委員会で打合せを宜しくお願い致します。
〇昼食設営・懇親会委員会：諸隈委員長より

先週 13 日に、豊岡実行委員長とア・ドマニ―と
の打合せを行い、料理は 1 人づつ用で用意し、持
ち帰りもできるようにします。飲物は缶ビール、
チューハイ、お茶（ペットボトル）とコーヒー（缶）
を用意します。
〇登録・接待委員会：藤本委員長より

当日用の資料の袋詰めですが、26 日にリハーサ

地区研修・協議会まで残り 10 日となりました。

ルの空いた時間で予定していましたが、ガバナー

豊岡実行委員長を先頭に、事前準備を急ピッチで

事務所からの原稿提出の遅れなどで、プログラム

進めていただいているところですが、いよいよ次

の作成が間に合いません。
よって、前日 28 日
（木）

週 26 日がリハーサル、29 日が本番になります。

に市民会館にて、会員有志で行いたいと思います。
また詳細はご連絡しますので、時間の都合のつく
方は、宜しくお願い致します。

最後の詰めの段階で、忙しい状況がまだまだ続
きますが、どうぞよろしくお願いします。
4 月 12 日（火）に開催された会長幹事会のご報
告をします。但し、地区財団合同正副委員長会議

と日程が重複し、私は欠席しましたので、分かる

●横溝 志華会員

範囲でお話しします。

①本日、入会記念日を祝って頂き、ありがとうご

地区会員増強維持拡大委員会から、新会員's
VOICE の案内が届いています。ガバナー月信には
従来通り、新会員紹介ページがあります。さらに、

ざいます。
➁クラブフォーラム、地区研修協議会の豊岡実行
委員長、宜しくお願い致します。

新会員へのインタビュー動画が YouTube にアップ

●河野 崇会員

されており、リンク先の URL と QR コードが掲載

①入会記念日祝を戴きまして、ありがとうござい

されています。先週ご紹介した通り、ガバナー月
信は地区ホームページから、ダウンロードできま
すので、ご覧いただければと思います。
地区財団委員会から、次年度地区補助金プロジ
ェクトの審査についてお知らせです。本審査会が
本日 4 月 19 日（火）の 14 時から開催されます。
現時点で 12 クラブから申請が上がっています。

ます。
➁いよいよ地区研修協議会まで２週間を切りまし
たが、体調管理をしっかりしていきます。
●冣住 悦子会員
①4 月の入会記念日祝の皆様、おめでとうござい
ます。
➁地区協のフォーラム、よろしくお願いします。

当クラブ含め、うち 10 クラブがプレゼンテーシ

●小野 孝会員

ョンを行います。本日中に審査を完了し、それぞ

①入会記念日祝の横溝さん、阪西さん、横江さん、

れの補助金額が確定する予定です。
次に 5 月 29 日(日)に実施する第 5 グループの
クリーンキャンペーンについてです。当クラブは

河野さん、おめでとうございます。
➁クラブフォーラム担当の豊岡さん、よろしく。
●阿部 毅会員

4 月の理事役員会で有志参加することとしました。 ①新緑が清々しい季節となりました。と言っても、
参加人数の報告を 4 月末までに求められています
ので、出欠表にご記入をお願いします。
最後に、同じく 5 月 29 日(日)に開催する第 5
グループ合同懇親会についてです。
「レンブラン
トホテル東京町田」において 17:00 から開催、会
費は 8,000 円になります。
新型コロナウイルス感染防止策として、各クラ
ブより概ね会員数の 3 分の１程度で、
会長・幹事、

両眼、白内障でぼやけていますが、来週火曜
（4/26）が手術日です。スッキリした目でゴール
デンウィークを迎えたいと思います。
➁本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい
ます。
●中里 和男会員
①地区研修協議会が近づきました。全員の協力で
成功させましょう。

次年度会長・幹事、次年度地区幹事副幹事や、次

➁本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

年度地区大会実行委員会には、是非出席して欲し

●伊倉 正光会員

いとのことでしたが、とりあえず人数制限をかけ

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

ずに募集するそうです。

➁豊岡実行委員長、クラブフォーラム宜しくお願

こちらも 4 月末までに出席者の報告を求められ

い致します。

ていますので、出欠表へのご記入をお願いします。 ●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。
●田後会長、阪西幹事

●諸隈 武会員

①来週はいよいよ地区研修協議会のリハーサル、

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

そして本番ですね。本日のクラブフォーラムも

➁地区協まで、もうひと息ですね。本日も宜しく

豊岡実行委員長、宜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。

お願いします。
今年度のスマイル累計額 ６５３，５００円

（要約にて）
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①現・次年度合同インターアクト委員会ご案内
下記にて合同の委員会を開催しますので、提唱
クラブよりご出席をお願い致します。
日時：5 月 14 日（土）13:00～ 場所：第一相
澤ビル 登録締切：5 月 10 日

・

②2022 年度米山奨学生 4 月奨学金受渡しについて

・

4 月 10 日開催のオリエンテーションにて、十分

・

な時間をお取りできなかったため、改めて本件
に関する留意点をお知らせ致します。（詳細は
略にて）留意点をご確認いただき、奨学金のお

・横溝 志華会員 2011 年 4 月 5 日

渡しをお願い致します。

・阪西 貴子会員 2015 年 4 月 21 日
・横江 利夫会員 2017 年 4 月 11 日

※5 月 29 日（日）
「合同クリーンキャンペーン（相
模川清掃）
」
（9～10 時頃）と、同日の夜間開催
の「合同懇親会」
（17 時～レンブラントホテル
町田）の出欠表を回覧しておりますので、ご記
入をお願い致します。

・河野

崇会員 2018 年 4 月 3 日

＜近況スピーチ／小野会員＞
当クラブにとって、会
員増強が一番重要な課
題です。一時は、会員が
８０名近くまでいましたの

４月２６日→移動例会「地区協リハーサル」
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 商工会議所 倉庫前
５月 ③日祝日休会

で、私も何とか 1 人は入
れたいと声掛けしていま
す。中クラブはガバナー
を２名輩出していて、地区大会なども経験しています
が、どのようにやったのか思い出せません。とにかく、

１０日ゲスト卓話 相模原警察署
定例理事役員会

今回の地区研修協議会を成功させましょう。私も年
ですが、できることはやりますので、みんなで頑張り
ましょう。（概要にて掲載）

点

鐘 １２：３０

会

場 「敦煌」

司

会

斉

唱

櫻内 康裕ＳＡＡ
ロータリーソング「我等の生業」

ソングリーダー 川合 貞義会員

会 員

出席（出席対象 20 名）

２６名

（Zoom1 名）20 名

欠席者
２名

●例会場

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

●例会

本日の出席率

０名
修正出席率(4/5)

９０．９１％

毎週火曜日

事前メイク者

９６．０％

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
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部

毅、諸隈

武、河野

FAX 042-758-1605

Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

実
美利
崇

