●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 2126 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

７月 12 日 №２
会 長 小崎 直利

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 大井

達

光明学園相模原高等学校

（要約にて掲載）
会長（小崎会長）
：
今年度のクラブテーマは「将来に奉仕する」
とし、
特に会員増強では会員数 35 名を目指し、
奉仕活動では「野球教室の開催」をして公共イ

会計（早川委員長）：
活動計画書の方針・実施計画にて。
会計監査（田所副委員長）
：
活動計画書の方針・実施計画にて。

メージに繋げ、寄付目標も例年通りとしました。 クラブ管理運営・例会親睦（諸隈委員長）：
詳しくは、先週の会長挨拶でお話しましたので、

活動内容は「友情の肘タッチ」など、ほぼ前

本日の週報をご参考下さい。

年度と同じですが、違うのが 1 カ月毎の席替え

幹事（大井幹事）
：

を行うことと、ローターアクトとの親睦で例会

方針と実施計画は活動計画書の通りで、マイ
ロータリーの登録など進めたいと思います。コ
ロナの第 7 波も心配されますが、ハイブリット

にも来て頂く予定です。
姉妹・友好クラブ（田後委員長）：
千曲川 RC との合同例会（バーベキュー）は、

を活用してまいります。

山荘を提供して頂いた北村氏が体調面で昨年 12

会場監督（冣住ＳＡＡ）
：

月末に退会されたとのことで、夏の恒例行事の

活動計画書の方針・実施計画にて。

バーベキューは白紙状態となっています。

会員組織・会員増強（横江委員長）
：
今年度は 10 名増で 35 名を目指して、次年度に
バトンタッチできればと思います。とても厳しい
数字で私一人ではできませんので、皆さんと一緒
に頑張っていきたいと思います。詳しくは、次週
のクラブフォーラムでお話させて頂きます。
ロータリー情報（大井幹事が代読）
：
活動計画書の方針・実施計画にて。
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、国際・職業奉仕（大井幹事が代読）
：
活動計画書の方針・実施計画にて。
社会・青少年奉仕（櫻内委員長）
：

容疑者は１年前から殺害を決めたとの供述も出

光明学園インターアクトより要望のあった「職

てきているようです。参議院選挙の投票日の直前

場見学」を実施できればと思います。また活動支

ということで選挙活動や結果にも影響があったか

援金は前年度の残金が残っているため、今年度は

と思います。皆さんはどう感じられたでしょうか。

辞退すると連絡がありました。
ロータリー財団・米山（大井幹事が代読）
：
活動計画書の方針・実施計画にて。
米山記念奨学会（阿部委員長）
：

続いて、先週７月５日に行われた理事役員会の
ご報告です。
①大槻会員の退会承認を行いました。会社の状況
を理由に退会とのことです。田後前会長がご本

既に 2 か月前の 5 月から、米山奨学生の朱さん

人に確認頂きました。大変残念ですが、前年度

を受け入れて、新年度の活動が始まっています。

6 月末の退会手続きとなり、今年度は 25 名でス

方針と実施計画は前年度同様ですが、寄附金をい

タートとなります。

ただくのが大きな活動となります。10 月の米山月

②45 周年の収支報告と残金について検討しました。

間には、1 人 2 万円のご寄付をお願い致します。

収入の部（周年積立解約、利息、会員会費）は

公共イメージ（河野委員長）
：

810,146 円。支出の部（うかい亭、バス代、記

活動計画書の方針・実施計画にて。
指名（冣住委員長）
：
阪西会長エレクトと相談して、人選を進めてい

念パンフ等）746,330 円。差引き 63,816 円は
奉仕会計へ繰入れさせて頂くこととしました。
③相模原市少年野球協会より、ジュニア大会協賛

きます。

金の依頼があり、青少年奉仕予算より 10 万円

細則改正（小崎委員長）
：

拠出を決定しました。

前年度は年会費減額の改正案を取り下げて、24

相模原市少年野球ジュニア大会は、6 月 26 日に

万円とさせて頂きました。今のところ改正の提案

抽選会が行われ、7 月 2 日から開催されており、今

はありませんが、必要があれば審議致します。

週 7 月 16 日（土）に決勝戦を行って閉会となりま

クラブフューチャービジョン策定（小崎委員長）
：

す。櫻内会員の息子さん（櫻内颯人君/背番号 25/

創立 50 周年に向けてのクラブの将来像を策定

外野手/4 年生）の所属チーム相模ブルーバッズが

致します。計画が出来上がれば、当委員会名称も、

なんと決勝進出とのことです。おめでとうござい

次年度は例えば、
「50 周年計画委員会」に変更と

ます。

なる場合もあるかと思います。

本大会は、小学 5 年生以下で編成したチームを
対象とし、北部、中部、南部の 3 地区の全 72 チ
ームから勝ち上がった 16 チームでトーナメント
方式 5 イニング制で開催されております。

先週は何より、安倍元首相の銃撃事件が大変衝
撃的なニュースとして報じられましたね。

当クラブでは 15 年に亘って、この大会の協賛
を続け、地域の子ども達へ奉仕しています。

河野会員も、この奉仕活動から当クラブの存在
を知って入会された経緯もあり、当クラブにとっ
て長きに亘り、今も続いている代表的な奉仕活動

●小崎会長、大井幹事

です。45 周年記念パンフレットの表紙も実は、ひ

①本日は雨降りでの例会です。酷暑が一段落しま

ばり球場上空から見た街並みのイメージを採用

したが、熱中症対策は抜かりませんように。

しております。
先週もお伝えした通り、今年度のテーマは「将

②小野会員、お誕生日おめでとうございます。
③クラブ協議会です。今年度の活動、宜しくお願

来に奉仕する」です。本日はこの後、クラブ協議

いします。

会がございますが、今年の奉仕活動のメインとし

●小野 孝会員

て、来年のジュニア大会に出場する 3，4 年生の少

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

年少女を対象とした野球教室を秋の暮れ（12 月 4

健康に気をつけて、ロータリーを ENJOY したい

日）に計画中です。少年野球協会と指導してくだ

と思います。宜しくお願い致します。

さる横浜国大の監督さんとも、日曜日に顔合わせ

●永保 固紀会員

をしてまいりました。是非、今週 7 月 16 日（土）

本年度会長、幹事、理事役員の皆様、一年間、

の決勝戦・閉会式は、力一杯戦う子ども達を応援

よろしくお願い致します。

しにいきましょう。

●櫻内 康裕会員
①会員誕生日祝の小野会員、おめでとうとござい
ます。
②クラブ協議会、会長、各委員長、宜しくお願い
します。
●阪西 貴子会員
①7 月お誕生日祝の小野さん、おめでとうござい
ます。
②本日のクラブ協議会、会長、各委員長、宜しく
お願い致します。
●中里 和男会員
小野さん、誕生日祝おめでとうございます。

一年間の大役、お疲れ様でした！

お互い、老境の域ですが頑張りましょう。
●田後 隆二会員

＜7 月のお祝・会員誕生日祝＞

①小野さん、誕生日おめでとうございます。
②今年度の活動、頑張りましょう。
●冣住 悦子会員
①小野さん、会員誕生日祝おめでとうございます。
②本日のクラブ協議会、会長・幹事、各委員長、
よろしくお願いします。
●阿部 毅会員
①新年度の実質的な船出です。今年も楽しみなが
らＲＣ活動ができるよう一人一人が心掛けたい
です。
②暗いニュースが目立ちますが、皆で乗り越えた

・小野

孝会員
７月３０日

いですね。
③小野さん、誕生日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規定審議会 立法案反対表明書式
決定のいずれかに反対する場合には、当書式
にて 8 月 1 日までに RI（米国エバンストン）
までご提出下さい。※決定報告書は各自、ダ
ウンロード下さい
②地区大会記念親睦ゴルフコンペのご案内
日時：9 月 5 日（月）スタート 7:46～ 懇親
会・表彰式 15:00～（予定） 場所：相模原ゴ
ルフクラブ 募集：240 名（60 組） 参加費
5,000 円 プレー費 20,910 円 申込締切 8 月
3 日 ※各クラブ毎に申込み下さい。
〇相模原市少年野球ジュニア大会相模原中ＲＣ大会

先程、急にスピーチを依頼され、少年野球ジュ
ニア大会の話をしようと思っていましたが、小崎
会長に詳しくお話されてしまいました。息子のチ

表彰式のご案内（会員有志による）

ームが先週の試合で勝ち進み、決勝戦に残りまし

７月１６日（土）１０：４０～決勝戦 １２：００頃（決勝

た。もちろん、優勝するつもりでいます。私は次

戦終了後）～表彰式 「ひばり球場」にて

週の決勝戦当日は、父母席からの応援となるかも

※出欠表にご記入をお願い致します。
〇「地区研修・協議会 打上げ会」（前年度地区研修
委員会の方々もご出席予定）について

しれません。チームの父兄の方々にも、相模原中
ＲＣがこのジュニア大会を協賛していると話して
ＰＲしています。

（概要にて掲載）

８月１日（月）または２日（火）に予定。１８：３０～「敦
煌」にて。ご都合の良い日程をご記入下さい。

点

鐘

１２：３０

＜理事会報告（持回り）＞

会

場

中国名采「敦煌」

①地区研修協議会打上げ会を移動例会とする件。

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

８月 2 日（火）移動例会を承認。１８３０～「敦煌」

司

会

伊倉 正光 副ＳＡＡ

にて。会費６，０００円はクラブ負担とする。

ソングリーダー 諸隈 武会員

７月１９日クラブフォーラム「増強について」
担当：横江会員増強委員長
２６日卓話 豊岡 淳会員
８月 ２日移動例会「地区協義会打上げ会」

会

員

出席（出席対象 18 名）

２５名

２１名

欠席者

本日の出席率

２名

９１．３０％

事前メイク者
０名
修正出席率(6/28)
８８．０％

１８：３０点鐘 敦煌にて

●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 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡
委員：川合 貞義、竹田
繁、黛
阿部
毅、早川 正彦

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

淳
裕治

