●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 2120 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

５月 24 日 №42
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 阪西 貴子

本日は、佐藤ガバナーエレクトが出席されて
いて、少々やりづらいのですが、先月の近況ス
ピーチで、収集した ＜広重の東海道五十三次＞
切手やコインのこと
をお伝えしまして、
今では買えない、買
いにくい切手のこと
などお話させて頂き
ます。会社の事務員
に資料を作成して貰
いましたが、あまり
まとまっていません
のでご了承下さい。

光明学園相模原高等学校

川合 貞義
＜北斎の富嶽三十六景の一部＞
・24Ｋ純金箔

各千円切手

＜Ｇ７伊勢志摩サミット＞ 日本初のシルク製切手
フランス製シルク 100％の生地

＜左：各県特色のカラー純金千円貨幣 直径 40mm＞
＜右：地方自治法 60 周年 47 都道府県発行記念
純銀千円貨幣 直径 60mm 重さ 160ｇ＞

＜大判の中国切手 90mm×70mm＞
＜透明ホログラム箔採用＞
光に反射し、立体的に見える

＜子供たちの人気のカード付切手＞

＜造幣局コインと郵便切手（上部）が同デザイン＞

＜2021 大谷翔平選手 MVP（８冠）アメリカンリーグ＞
大谷翔平の写真印刷の大判タオル付

＜りかチャンと真央チャン（模型入り）右下切手＞

＜１００円貨幣 各競技デザイン発行＞

＜造幣局貨幣製造技術応用しおり 干支純銀製＞

＜模型付き切手

＜ウルトラセブン

ドクターイエロー＞

造幣局貨幣発行＞

＜アニメの切手が多く発行されている＞

＜オリンピック 40mm コイン

主な競技発行＞

＜次ページへ＞

＜年賀状当選 賞品切手＞

お店を運営する会社の三浦副社長と名刺交換さ
せていただきましたが、小田急相模原を主なテリ
トリーとして、近々発足するロータリークラブに
所属予定とのことです。
今回の会長幹事会の議事内容で、皆さんにも関

＜佐藤祐一郎ガバナーエレクトより
地区研修・協議会のお礼＞

係のあるところでは、5 月 29 日（日）のクリーン
キャンペーンがあります。幹事報告にもある通り、
集合時刻：午前 8 時 50 分
集合場所：相模原市側の高田橋の下（ブルーシー
トがあるゴミ集積場所の辺り）
清掃時間：午前 9 時～10 時頃
軍手、クラブタスキ、あればトングなどをご持参
ください。当日参加も歓迎しますとのことです。
また、同日の 17 時からはレンブラントホテル町
田で第 5 グループ合同懇親会が予定されています。
受付開始は 16 時 30 分とのことですので、出席さ

先月の地区研修協議会では、中クラブの皆様に
は長い時間をかけて準備して頂き、お陰様で内容

れる方はよろしくお願いします。
第 5 グループ奉仕デー「ホタル舞う相模原」は、

も好評でした。本日はお礼を申し上げたくて、お

本村市長にもご出席いただき、無事開催すること

伺いしました。有難うございました。本日は川合

ができました。実行委員をお務めいただいた黛会

さんの卓話が聞けるということなので、挨拶は短

員はじめご協力・ご参集いただいた皆様には、心

めで終わらせて頂きます。

より御礼申し上げます。

（概要にて掲載）

雨が降る中、自転車ロードレースによる交通規
制にも影響され、集客が危ぶまれましたが、各ク
ラブへの動員が功を奏し、講演会場の津久井中央
公民館ホールがガラガラということはなく、ホッ
5 月 18 日（水）午後 6 時から、第 5 グループ B

としました。

の会長幹事会が開催され、出席して参りました。

本日は、川合会員の卓話に少しでも多くの時間

今回の会場設営等の担当は、相模原東クラブで

を残したいと思い、短いですがここまでとします。

したが、中村会長の事業所と同じビルに入る「旬
薫 三うら」小田急相模原店が会場でした。↗

●諸隈 武会員
①川合会員、本日はよろしくお願いします。
●佐藤祐一郎ガバナーエレクト
（津久井中央ＲＣ）
地区研修・協議会では大変お世話になりました。

②佐藤ガバナーエレクト、本日はようこそ。
今年度のスマイル累計額

７１０，５００円

お陰様で無事、三大研修を終えることができま
した。ありがとうございました。
●田後会長、阪西幹事
①川合さん、
本日の卓話よろしくお願い致します。
楽しみにしております。
➁5 月お祝の佐々木さん、おめでとうございます。
●川合 貞義会員
①貴重な時間をいただいて、卓話をさせてもらい
ます。不備な点が多いですが、お付き合いお願
いします。
②次年度ガバナー佐藤さん、ようこそ。一年間、
体に気をつけて、ロータリー活動をやって下さい。
●小野 孝会員
①佐藤ガバナーエレクト、ようこそ。
②川合さん、卓話楽しみにしています。
●丸子 勝基会員
①佐藤ガバナーエレクト、ようこそ！
次年度よろしくお願い致します。
②川合会員の卓話、楽しみです。
●田所 毅会員
川合さん、卓話よろしくお願いします。
●冣住 悦子会員
①佐藤ガバナーエレクト、ようこそ。次年度はよ
ろしくお願いします。
➁川合さん、卓話楽しみにしています。
●阿部 毅会員
①佐藤ＧＥ、ようこそ。いよいよ本番が近づきま
した。
体調管理を十分にとり、
頑張って下さい。
②川合会員、
趣味のご披露というより、
お披露目、
楽しみです。
●中里 和男会員
①川合さん、卓話楽しみです。
②佐藤ガバナーエレクト、ようこそ。
●横溝 志華会員
川合会員、卓話楽しみにしています。
●大井 達会員
①佐々木会員、
入会記念日おめでとうございます。
②川合会員、本日の卓話よろしくお願いします。

創立４５周年記念事業
相模原市へ医療体制充実のために寄附金贈呈

２０２２年５月２１日（土）９：００～

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
ありません

「相模川 高田橋」

５月３１日例会取止め
６月 ７日卓話「それは自己への挑戦と夢の実現！

２．第５グループ 合同清掃活動のお知らせ

ロボットベースの開発」

日時：5 月 29 日（日）集合時間 8:50 清掃時間

藤本 恵介会員

9:00～10:00 頃 場所：相模原市側 高田橋の下

現・次年度ガバナー補佐ご挨拶

持参する物：クラブタスキ、軍手、トング等

定例理事会（現・次年度合同）
１４日→１０日（金）移動例会

「創立４５周年記念例会」

※創立 45 周年記念例会・懇親会「八王子うかい亭」

１８時～「八王子うかい亭」

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。
6 月 10 日（金）※17 時商工会議所前、17:10 頃
相模原駅前より、チャーターバスにて出発。

点

鐘

１２：３０

懇親会 18:00～20:00 頃、21 時頃 相模原着予定

会

場

「敦煌」

司

会

斉

唱

会 員
２６名
欠席者
２名

●例会場

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

１８名
本日の出席率

２名
修正出席率(5/10)

９０．９１％

ロータリーソング「我等の生業」

ソングリーダー 藤本 恵介会員
ゲスト

佐藤祐一郎ガバナーエレクト
（津久井中央ＲＣ）

８７．５％

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

横江 利夫 副ＳＡＡ

●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
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/
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