
第 2123 回例会 

６月 21 日 №45 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

会長（田後会長）：「会長の時間」にて掲載 

幹事（阪西幹事）：あっという間の一年でした。 

何も判らないながらも、会長のサポートに努め 

てきました。実施計画の中で⑤マイロータリー 

の登録をするは、呼び掛けができませんでした 

が、幹事の役割の内容が少し判ってきて、熱海 

RCへ災害義援金と届けたことなどが印象深い 

です。2年後の会長に向けて、温かく見守って 

頂ければと思います。 

会場監督（櫻内 SAA）：楽しい例会に心掛け、 

ハイブリットで例会を継続できたことも、良か 

ったと思います。 

会計（豊岡委員長）：新会員の入会が無く、収入 

面で厳しくなりましたが、50周年に向けて、計 

画的に周年積立もしていければと思います。 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

会計監査（大井委員長）：本日、例会前に 30分 

程かけて監査を無事終了しました。 

クラブ管理運営・例会親睦（藤本委員長）：今年 

度は楽しい例会ということで、近況スピーチや 

友情の肘タッチなどを取り入れ、良かったと思 

います。また祝記念品は全てＲマークの付いた 

品にして、Ｒマークに囲まれた生活を実現でき 

た?!かと思います。ベテラン会員の方も委員と 

して、いろいろ担当して頂き感謝しております。 

姉妹・友好クラブ（小崎副委員長）：今年度もコ 

ロナ禍で交流はできない状況で、次年度に向け、 

何かできればと思います。 

会員組織・会員増強（早川委員長）：結果的に反 

省だけですが、今年度、2名の候補者が上がっ 

ており、次年度に協力していきたいと思います。 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



      

 

Ｒ情報（横溝副委員長）：コロナ禍の状況で、情報 

集会も思うようにできませんでした。 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・国際・職業奉仕（黛委員長）：空 

飛ぶシューズで、在庫のシューズをフィリピンに 

送りたかったのですが、手続きの関係で実現でき 

ませんでした。ロータリー奉仕デーは担当委員と 

して活動し、当日の講演会は当クラブからの出席 

者は少なかったものの、大変良い企画だったと思 

います。また、国際大会（ヒューストン）は参加 

の案内ができませんでした。 

社会・青少年奉仕（横溝委員長）：光明学園から要 

望のあった職場見学は、コロナ禍で生徒の参加が 

難しいということで実現できませんでした。少年 

野球ジュニア大会では、表彰式に出席して表彰旗 

をお渡ししてきました。 

財団・米山（諸隈委員長）：会員皆様のご協力によ 

り、共に目標達成できました。次年度は円安傾向 

もあり、目標額は少し厳しいかもしれません。 

米山（河野委員長）：目標額を速やかに達成できて 

良かったと思います。米山奨学生の朱さんを受け 

入れて、米山奨学会の活動の素晴らしさも実感で 

きていると思います。 

公共ｲﾒｰｼﾞ（大井委員長）：今年度は 45周年とい 

うことで、市への記念事業や少年野球の支援など 

をタウンニュースで紹介できました。 

指名（櫻内委員長）：新理事役員を選出し、総会で 

承認頂き、良いメンバーが揃ったと思います。 

細則改正（田後委員長）：新会員の会費免除を提出 

しましたが、総会にて却下となりました。 

地区研修協議会（豊岡委員長）：研修会は 4月 29 

日に無事終了しましたが、委員会自体はまだ終了 

していません。報告書の作成に向けて小崎さんを 

中心に進めていますが、まだ全ての原稿が提出さ 

れていません。打ち上げの件も忘れていませんの 

で、次年度にと思っています。 

45 周年事業（黛委員長）；何とか計画した項目は 

達成でき、本日、45周年記念パンフレットも皆様 

にお配りできました。市への寄付もクラブの PRに 

なり、「八王子うかい亭」での記念例会も楽しんで 

頂くことができました。 

田後会長より：昨年 10月に緊急事態宣言は解除 

されましたが、すっきりしない状況の中でも例会 

 

 

 

や奉仕活動をしてきました。次週の年度最終例会 

ではお酒でも飲みながら、振り返って頂ければと 

思います。私が会長の時間を担当するのも、本日 

が最後となります。毎週、ロータリーでは原稿を 

提出させて頂きましたが、他の会合ではほとんど 

原稿無しでやっております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、「今年度活動のまとめ」と題してクラ 

ブ協議会を開催します。各委員長等の皆さんには 

様々な想いを存分に語っていただきたいので、私 

のパートはここでお話しさせていただきます。 

私が掲げた今年度の主な目標（実施計画）は、 

5つありました。胸を張って達成したと言えるの 

は 2つだけです。一つは例会開催の継続、もう一 

つは寄付です。 

「楽しくなければ、ロータリーじゃない！」のス 

ローガンのもと、「例会は、いつも楽しく、にこ 

やかに。」をモットーに、会員相互のさらなる融 

和を目指しました。握手タイムならぬ肘タッチタ 

イムを取り入れたことも効果的でした。 

8月には緊急事態宣言が発出され、例会開催を 

中止すべきという一部会員の意見に屈することな 

くハイブリッド形式により継続してきました。 

新型コロナウイルス感染を警戒して、オンライ 

ン出席を選択する会員も数名いらっしゃいました 

が、やはり対面のコミュニケーションを大事にさ 

れる会員の方が多かったように思います。今では 

スクール形式の座席配置から、円卓を囲んで、に 

こやかに会食・歓談できる日が戻ってきました。 

ハイブリッド形式は、そろそろ終わりにしては 

どうでしょうか。返ってメイクの権利が奪われて 

 



 

 

いるように思います。他クラブ例会への出席が有

益であることは言うまでもありません。 

ロータリー財団、米山記念奨学金寄付は、今年

度も皆さんのご理解・ご協力をいただき、目標を

達成することができました。ありがとうございま

した。とくに諸隈委員長、河野委員長、ベネファ

クターを引き受けて頂いただいた㝡住会員には

心より感謝申し上げます。地区財団資金推進委員

長は今年度で卒業しますが、これからもよろしく

お願いします。 

不完全だったと感じているのも 2つです。世界

ポリオデー、ロータリー奉仕デーに積極的に参画

することと、地域メディアを活用し、公共イメー

ジの向上を図ることです。 

田島透ガバナーが意欲を燃やした 10月 24日の

世界ポリオデーは、地区役員を始め多くの方々が

参画され大成功でした。第 5グループ奉仕デー「ホ

タル舞う相模原」も一般市民を巻き込んで盛大に

開催されました。しかしコロナの影響もあり、当

クラブからの参加者はいずれも少数でした。 

創立 45周年記念事業として、相模原市の「医療

体制充実事業」に 10万円を寄付し、黛実行委員長

のご尽力で、贈呈式の模様がタウンニュースに掲

載されました。しかし、会員参加の活動状況を発

信できなかったことは心残りです。 

最後に、まったく達成できなかったのが会員維

持・増強です。残念な結果となりました。反省点

は次年度に引き継ぎたいと思います。 

 

    ＜委員会報告＞  

    〇米山カウンセラー報告      阿部会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 21日（火）米山奨学生の朱奕琳さんを伴っ 

て、青山学院大学社会情報学部の香川先生を訪問 

してきました。↗ 

 

 

 

ロータリークラブと米山記念奨学金制度の理解 

をして頂くことと、朱さんの大学生活が問題なく 

過ごせるよう、協力の要請をしてまいりました。 

先生も気さくに応じて下さり、安堵致しました。 

 

 

 

●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。 

➁今日はクラブ協議会です。宜しくお願い致します。 

●阿部 毅会員 

①とうとう傘寿を迎えました。多病息災ながら、健康に 

気遣いながら、あとしばらく頑張ってみます。 

➁本日お祝の皆様もおめでとうございます。 

③今朝、青山学院大学へ米山奨学生の朱さんと訪問 

し、担当の香川准教授にお会いしてきました。 

●川合 貞義会員 

入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。４５ 

年間、ロータリーの皆さんと一緒に過ごしたのは一生 

の宝物になりました。もう少し宝物を増やして下さい。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝を祝って頂き、ありがとうございます。 

➁会員誕生日祝の永保さん、おめでとうございます。 

③結婚記念日祝の櫻内さん、おめでとうございます。 

●永保 固紀会員 

 誕生日祝をありがとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①６月お祝の皆様、おめでとうございます。 

➁会長・幹事、各委員長の皆様、宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①田後会長、阪西幹事そして役員の皆様、お疲れ様 

でした。コロナ禍での変則開催、ご苦労様です。 

➁お祝の皆様、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員、中里 和男会員、田所 毅会員 

誕生日祝の永保さん、結婚記念日祝の櫻内さん、 

入会記念日祝の川合さん、小野さん、おめでとうご 

ざいます。 

●横溝 志華会員 

入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

            本日のスマイル額  １９，０００円 

               今年度の累計額  ７４９，５００円 

 

 



  

 

 

          

    １．阿部 毅会員が６月１７日に傘寿を迎えられ 

ましたので、内規により記念品を贈呈。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※創立45周年記念パンフレットを全会員に3部 

づつお配りしています。増強活動などにご活用 

をお願い致します。 

 

 

今年で８０才になりました。 

先日の地区研修協議会は 

      職業奉仕部門の担当で、 

事例発表を依頼され、個人 

的に実施している経営者交 

流会についてスピーチしま 

した。月１回程度、１０名位 

の参加者で、３０回程開催 

しています。事例発表の後 

他クラブから卓話を依頼されたり、交流会にも参加 

して頂きました。葉山 RCからもお誘いがありまして 

例会に一度行ってみようかと思っています。  

（概要にて掲載） 

 

 

  ●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 

 

 

 

 

〇会員誕生日祝 

・永保 固紀会員 

   ６月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇入会記念日祝 

・川合 貞義会員  １９７７年６月１７日 

・小野  孝会員  １９７７年６月１７日 

〇結婚記念日祝 

・櫻内 康裕会員  ６月２５日 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

司 会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

ソングリーダー 川合 貞義会員 

 

 

 

 

   

 

●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）２３名    ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/7) 

２名 ９２．０％ ９１．６７％ 

＜近況スピーチ／丸子会員＞ 

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

