
第 2119 回例会 

５月 17 日 №41 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

〇会長部門：小崎会員エレクト 

      各分科会にご出席の皆様は、会場担当も兼務

されて、忙しい思いをされたことと思います。 

各報告は時間的に 2～3 分程度で、印象的なこ

とを主にお願いできればと思います。会長部門

では RＩテーマや佐藤ガバナーエレクトの方針、

また中核的価値観の話などがあり、佐藤ガバナ

ーエレクトより、親睦のフェローシップとは共

通の目的を持った仲間であり、奉仕（サーブ）

は単なるボランティアではなく、サービスであ

り、誰かのために貢献することであるとの言葉

でした。また世界には 34のゾーンがあって、各

1名の RI理事が選出され、日本は 2.5ゾーンな

ので、3 ゾーンを目指していて、そのために女

性会員の比率アップが条件とのことでした。 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

〇幹事部門：大井幹事エレクト 

 幹事の役割や仕事の説明と、リーダー、サブ 

リーダーの 4名の方からスピーチがありました。 

先日 14日の「幹事研修セミナー」でもマイロー 

タリーの説明と、手続要覧は規定審議会による 

定款・細則の改正があり、見直す必要があると 

のことです。また各委員会のサポートなども努 

めて下さいとのことでした。 

〇クラブ管理運営部門：諸隈次年度委員長 

 各リーダー、サブリーダーよりテーマスピー 

チの後、8つのグループに分けてディスカッシ 

ョンがあり、各グループでテーマを話し合い、 

同じような悩みなどもありました。その後、討 

議内容の 2分間の発表を行い、メイクに来て頂 

けるような例会運営をということでした。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



      

 

〇公共イメージ部門：河野次年度委員長 

     3 名の基調講演があり、その後、質疑応答でし

た。戦略計画では、公共イメージが会員増強に繋

がるということで、SNS の広報活動や、フェイス

ブック、ユーチューブなどの発表があり、そうし

た活動も公共イメージになります。出席者も多く

て、私も増強やクラブ PR も公共イメージから何

か活動していかなくてはと思いました。 

〇会員増強部門：横江次年度委員長 

たくさんの情報を聞くことができ、かなり多く

の出席者もあり、盛り上げっていました。過去の

増強事例や、増強を伸ばしたクラブの発表なども

あり、クラブ全体で取り組む活動となります。ま

た会員の量か質かの意見もあって、まだロータリ

ー歴が浅い私にとって、とても参考になりました。 

〇職業奉仕部門：丸子次年度委員 

     基調スピーチでは、ロータリー創立当初の職業

奉仕の考え方から、それが今はどうなっているの

かなどのスピーチがありました。現在は、ロータ

リーの目的の第 2 項が職業奉仕となっています。

その後、2名の事例発表があり、1名は二宮 RCの

方で、もう 1人は私が指名され、個人的に実施し

ている経営者勉強会について話させて頂きまし

た。また、事前アンケートによる結果報告があり、

私の個人的意見としては、職業奉仕をもう少し違

う形で活用することで、増強にも繋がるのではな

いかと思います。 

〇社会・国際奉仕部門：藤本次年度委員長 

     地区副幹事として進行役でもあり、内容をあま

り把握できなかったのですが、4 名のリーダー、

サブリーダーから奉仕活動の話があり、出席者か

ら国際奉仕といっても国内にも困窮者が多いの

で、そちらに支援をいう意見や、国際奉仕はもっ

と多くの情報が必要という方もいて、皆さん、真

剣に参加されていたと思います。 

〇青少年奉仕部門：櫻内次年度委員長 

     当クラブはインターアクトを提唱しており、比

較的知っていますが、他にローターアクト、青少

年交換、ライラと４つの部門があり、またロータ

ーアクト会員はロータリーの構成員となります。

当地区は、14 のクラブが 12 校のインターアクト

を提唱しており、青少年交換はコロナ禍で 2年間 

 

 

 

活動をしていませんでしたが、2023年夏から派遣 

予定となります。また青少年の危機管理について、 

当地区では発生していないが、他地区ではセクハ 

ラ系の問題も起きていて、できれば女性の留学生 

は女性カウンセラーを要望しているとのことです。 

〇米山記念奨学部門：阿部次年度委員長 

テーブル・椅子・音響装置の備わっていない展 

示室での開催で、相模原東ＲＣから５名の応援を 

得て何とか間に合った状況です。相澤リーダーか 

ら「米山奨学制度」の生い立ちの基調講演を頂き、 

海外米山学友活動の活発なモンゴルの事例をビデ 

オ映像で見た後、米山学友とカウンセラーの体験 

談に続き、質疑応答が行われました。なぜ中国人 

が多いのか、どのようにして学友選考が行われて 

いるのか等の質問に、リーダーから応答して頂き 

ほぼ定刻に終了しました。 

〇研修部門：阪西会長エレクト 

 80名以上の出席者あり、単に話を聴くだけなく 

第１部から第３部まで、大変緊張感のある、キャ 

ッチボール的なお話がありました。私はマイクを 

拭いたりしていて、あまり内容はよく聞き取れま 

せんでした。 

〇新会員部門：最住会員 

 入会 1年～3年目までの会員が対象なので、い 

ろいろバタバタしましたが、リーダーから四つの 

テストやロータリーの目的、中核的価値観などの 

話があり、また会員からも意見がでていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 15日（日）午後 2時から、相模原ロータリ 

ークラブ創立 60周年記念式典・記念祝賀会に出 

席して参りました。当クラブからは私と阪西幹事 

の 2名が招かれました。 

 



 

 

会場は「けやき会館」大樹の間でしたから、全 

体的にあまり派手な印象はありませんでした。 

式典の中で記念事業の報告がありましたので、

少し触れたいと思います。記念事業は記念寄付、

空飛ぶ出前授業（ドローンのプログラミング授業

や飛行操作体験）、相模原ローターアクトクラブ

支援（ホームページ作成）の 3項目とのことです。 

記念寄付は米山奨学会、相模原市、ガールスカ

ウトへの寄付のほか、ロータリー財団の冠名基金

の設立があります。冠名基金は恒久基金の一つで

「相模原ロータリークラブ 60周年記念基金」は、

将来にわたり運用益のみが利用され、元本及びそ

の名称は恒久的に残ります。創立 53 年目頃から

毎年積み立てていたとのことで、今回の記念事業

の目玉になるものでした。 

話しは変わりますが、第 2780 地区の最近の奉

仕事業としてウクライナ支援（ロータリー災害救

援基金）が進行しています。募金活動で集まった

寄付金のほか、DDF（地区財団活動資金）から未配

分の 25,000 ドルが、RI 日本事務局を通してウク

ライナのための災害救援基金に送金されました。 

ロータリーに限らず、日本全国から様々な支援

金等がウクライナに寄せられている中、4月 25日

にウクライナ外務省が Twitterに投稿した動画で

は「困難な時期におけるパートナーの援助と揺る

ぎない支援に心から感謝します」とのメッセージ

とともに、ウクライナに支援した 31 ヵ国の名前

が挙げられました。しかし、そのなかに「日本

（Japan）」が入っていなかったことから、「日本の

支援は感謝されていないのか」と、日本の Twitter

ユーザーの間で騒ぎになりました。 

問題の動画は、もともとウクライナ防衛省が作

ったもので、兵器や弾薬などの武器を支援してく

れた国々に対して感謝を示したものであって、人

道支援の国々は、入っていない旨の説明がありま

したが釈然としません。4 月 27 日に改めて日本

（Japan）の名前を入れた動画が再投稿され騒動

は収まりましたが、他にも千羽鶴を贈ることに対

しての痛烈な批判などもあり、奉仕活動はこちら

の一方的な思いだけで行うものではなく、相手方

の状況・ニーズをよく把握して行うものと改めて

認識させられました。 

 

 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②地区研修協議会の報告、皆様宜しくお願い致し 

 ます。 

●竹田 繁会員 

①結婚記念日を祝って頂き、誠にありがとうござ 

います。 

➁地区研修協議会報告の各部門の皆様、よろしく 

お願い致します。 

●永保 固紀会員 

 結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうござ 

います。 

●早川 正彦会員 

結婚記念日祝をいただき、ありがとうございま 

す。何とか、やっています。 

●藤本 恵介会員 

 結婚記念日祝をして頂き、ありがとうございま 

 した。おそらく 25周年です。よく持ちました。 

●小野 孝会員 

 結婚記念日祝の藤本さん、永保さん、竹田さん 

 早川さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

奥様共に、お健やかにお過ごしください。 

②本日、地区研修協議会の報告会、よろしく。 

●伊倉 正光会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

➁地区協議会の報告、宜しくお願い致します。 

●冣住 悦子会員 

①5月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②地区協に参加された皆様、報告よろしくお願い 

 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。 

②地区協の報告、宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①地区研修協議会、お疲れ様でした。昨夜の次 

年度会長幹事会でも、5Bの皆様から好評を頂 

きました。 

②5月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

 



  

 

 

          

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①決議案・郵便（電子）投票の結果のご報告 

     今年度の決議案４件に対する結果を、ご報告致 

します。下記にて賛成多数により、４件を国際

ロータリー決議審議会へ提出致します。 

     決議案１ 賛成 97：反対 0  

決議案２ 賛成 96：反対 1 

 決議案３ 賛成 96：反対 1 

 決議案４ 賛成 96：反対１ 

２．相模原東 RC より、R 奉仕デー「ホタル舞う相 

模原講演会」出席のご依頼 

     現状では、70 名程度の出席者を見込んでおりま 

すが、更に 70 名程度のロータリアンのご参加 

をお願いしたく、各クラブ会員数の 15％の追加 

参加をお願い致します。講演会のみの方は 13 時

頃にお越し下さいますようお願い致します。 

相模原中ＲＣ会員依頼数：4 名 

日時：5 月 21 日（土）13:30～16:00 

場所：津久井中央公民館 

※5 月 29 日（日）「合同クリーンキャンペーン（相

模川清掃）」と、同日の夜間開催の「合同懇親 

会」の出欠表を再度、回覧させて頂きます。 

※創立 45 周年記念例会「八王子うかい亭」の出欠

表を回覧しております。最終確認は日程が近づ

きましたら、再度致しますので、本日時点の出

席でご記入をお願い致します。 

 

     

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 諸隈 武会員  

 

 

  ●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  FAX 042-758-1605  

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・藤本 恵介会員 ５月１１日 

・永保 固紀会員 ５月２０日 

・竹田  繁会員 ５月２０日 

・早川 正彦会員 ５月２７日 

 

 

 本日、結婚記念日を 

お祝頂きましたが、５０ 

周年になり、よく持った 

と思います。当時の結 

婚式では、午前に仕事 

をして、１５時から市民 

会館で式でしたが、老 

けて見えたのか新郎で 

はなく、仲人に間違われました。今は孫も７人になり 

学校の見送り隊にもボランティア参加しています。 

当クラブも４５周年を迎えますが、私もロータリーで 

いろいろ人に出会い、また、ここまでよくこれたなと思 

います。今後とも宜しくお願い致します。（概要にて） 

 

 

 

   

 

 

 

●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 19 名） 事前メイク者 

２６名 ２２名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/26) 

１名 ９５．８３％ ９６．０％ 

＜近況スピーチ／竹田会員＞ 

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

