●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 2131 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

８月 23 日 №７
会 長 小崎 直利

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 大井

会長・委員長
＜今年度の当クラブ会長テーマ＞

光明学園相模原高等学校

達

小崎

直利

（前年度会長）委員：丸子勝基（パスト会長）
、

『将来に奉仕する』

阪西貴子、大井達、藤本惠介、諸隈武、横江

・会員増強目標 10 名

利夫（2023～2028 年度までの会長予定者）

・ジュニア大会に向けた少年野球教室の開催

＜目標は？＞

・クラブ会員の親睦強化する例会

クラブ創立５０周年（2026～2027 年度）

・クラブフューチャービジョンの策定

ビジョン声明「〇〇〇〇」

＜なぜ策定するのか？＞

相模原中 RC の半世紀をどう迎えるのか？

相模原中ロータリークラブの『らしさ』を明

・増強目標「〇〇〇〇」

確にするため。

・奉仕活動目標「〇〇〇〇」

・第 5 グループ内での差別化

・例会親睦目標「〇〇〇〇」

・会員の所属意識の醸成

参考例：平塚 RC ビジョン声明

・求める会員像の明確化

・・・etc

＜誰がやるのか？＞全員参画
委員長：小崎直利（会長）副会長：田後隆二

「私たち平塚 RC は、良き伝統を堅持しつつ、変
革と進化に挑戦し、地域社会や国際社会に対し、
持続可能な奉仕活動を行うことで、会員自身の

資質の向上と、先進的なクラブを目指します。」
＜どうやって？＞戦略計画立案ガイド
・プロセスの概要

夏休み明け２週間ぶりの例会となります。皆さ

第１段階：現状分析

ん、如何お過ごしだったでしょうか？私は前回の

クラブの現状はどうか？

例会では富山出張で Zoom 参加となりましたが、

第２段階：ビジョンの作成

その際に田舎の墓参りに行ってきました。また母

どのようなクラブになりたいのか？
第３段階：計画の作成

方の京都にも墓参りに１泊だけ行ってきましたが、
ほぼ息子のポケモン巡りに付き合ったような旅と

どのようにビジョンを実現できるか？
第４段階：進捗の確認

なりました。
コロナ感染者数も若干ピークアウトしてきたよ

目標への進み具合はどうか？

うにも見受けられますが、依然として多いままで
す。本日、ビジター参加予定だった篠塚さんも今

参考例：ふじさわ湘南ＲＣ、平塚ＲＣ
（紙面上、略にて）

朝、発熱があり、39 度台まで上がっているそうで
すので、まだまだ油断はできません。感染対策を

＜スケジュール＞

取りながら、経済活動も止めずに過ごして頂けた

今後のフューチャービジョン策定予定

らと思います。

・隔月の委員会開催（５回）

当クラブも例会の出席に関して、個々のお考え

・クラブフォーラム（３回）

を尊重する考えでおります。前々年度より Zoom を

策定スケジュール（案）

活用したハイブリッド形式の例会を実施しており、

８月２３日
９月〇日
１１月〇日
１月〇日
２月１４日
３月〇日
５月〇日
６月６日

クラブフォーラム「オリエンテー

こちらの方も是非ご活用いただき、行動規制がか

ション」（本日）

かるまでは例会運営を継続したいと思います。

第１回委員会「クラブの現状把握のた

先々週、理事役員会が行われましたので報告さ

めの実施内容の検討」

せて頂きます。

第２回委員会「クラブの現状把握」

（※先週号、第 2130 回週報をご参照下さい）

第３回委員会「ビジョン声明と各種目

同じく会長幹事会のご報告を致します。

標の設定」

●7 月 22 日：相模原おださが RC 設立総会に出席。

クラブフォーラム「中間報告」

8 月中旬には RI より認証されるようです。人数

どのようなクラブになりたいか確認

は 28 名

第４回委員会「戦略的優先事項を設

●8 月 4 日：茅ヶ崎 RC 設立 63 周年の記念例会に
出席。相模原 RC の親クラブに当たります。

定」
第５回委員会「年次目標の設定およ

●10 月 23・24 日世界ポリオデーついて

び最終調整」

中 RC、東 RC、柴胡 RC と合同で実施を検討中。

クラブフォーラム「最終報告」

各クラブでは毎年、特に行っていない。

「フューチャービジョン実行委員会

●地区大会の開催進捗

次年度

（仮称）」を結成し、２０２６～２７年度に

会場と日時は決定、10 月 15 日町田レンブラン

（第４段階）

向け実施と進捗の確認。行動目標の

トホテル、16 日相模原市民会館にて開催予定。
●ガバナー公式訪問について。

調整

当クラブは 9 月 20 日にガバナー公式訪問。
２週間前の 9 月 6 日にガバナー補佐訪問。

＜ご意見・ご質問＞

●AG 訪問は、クラブ協議会形式で行い、杉崎 AG

・こんなこと期待しています

のお話される時間は 15 分程度を見込む。

・こんなことが心配です
・疑問点

などなど

※各クラブ近況報告－議事録が出来次第、報告。

〇地区米山奨学セミナー報告

阿部委員長

町田市で、パーソナルジムの

8/21（日）藤沢商工会議所にて。テーマと講師は、

㈱RIPPLE をやっております。本

①米山の現況報告（相澤光春米山奨学会常務理事）

日は小崎さんのご紹介で参加さ

＊当地区での今年度採用３４名（新規２４名・継続

せて頂きました。私はトレーナー

１０名）中国１３名、台湾５名、マレーシア３名、サ
ウジアラビア２名、韓国１名、他７か国。
＊卒業奨学生２２，８７５名（中国３５%・韓国２１%・台
湾１６％）、うち日本在籍 約３９００名
＊世界米山学友会開催：日程 2023 年８月５-６日

ではなくて、経営側になります。
目下、人材の確保やその教育
などに悩んでおり、何かアドバイ
スなど頂ければ幸いです。
（概要にて掲載）

場所：つくば国際会議場
②母国と日本との架け橋を担って（ウォーター・カレン
米山親善大使、オーストラリア、京都南 RC）
③米山寄付推進状況（早川正彦地区米山副委員長）

●小崎会長、大井幹事
①㈱リップルの加藤様、ようこそお出で下さいました。

引き続きカウンセラー研修会として

毎週火曜日のお昼に集まっています。楽しんでい

④危機管理とハラスメント（石田隆危機管理委員長）

って下さい。

＊今後特記される問題は、奨学生の危機管理問題

②冣住会員、入会記念日お祝、おめでとうございます。

（１）不可抗力として天候災害・地震・感染症など

③クラブフォーラムです。中 RC のこれからにご意見を。

（２）ハラスメントとしてセクハラ・パワハラへの配慮

●冣住 悦子会員

（３）交通関連、大学生活での事故保険など

①入会記念日祝をいただき、ありがとうございます。

ロータリアンとしての倫理規定遵守を改めて確認する。

②小崎会長、クラブフォーラムよろしくお願いします。

⑤世話クラブとカウンセラーの役割について（小山美

●小野 孝会員

知恵地区米山奨学委員）

①残暑お見舞い申し上げます。

⑥米山カウンセラーの体験談（佐久間博一横須賀Ｒ
C） 過去５名のカウンセラーを務めた豊富な経験
談を。

②冣住さん、入会記念日おめでとうございます。
●永保 固紀会員
本日は「処暑（しょしょ）」です。秋になります。

質疑応答を含めて３時間を超えるセミナーでした。

●伊倉 正光会員
①小崎委員長、クラブフォーラム宜しくお願いします。
②冣住会員、入会記念日祝おめでとうございます。
●丸子 勝基会員
①冣住会員の入会記念日、おめでとうございます。
今後もご活躍、期待します。
②クラブフューチャービジョンのフォーラム、小崎委員
長、宜しくお願い致します。

〇会員増強委員会

横江委員長

昨夜、会員増強委員会「ま

●竹田 繁会員
冣住会員、入会記念日おめでとうございます。

るふく会」を行い、豊岡会員

●田後 隆二会員

の紹介でオブザーバー1 名が

①冣住さん、入会記念日祝おめでとうございます。

参加され、楽しく過ごしまし

②地区大会の会場は近くて良いですね。

た。９月は第４週目、26 日

●諸隈 武会員

18:30～予定していますので、

①冣住会員、入会記念日おめでとうございます。

ご都合のつく方は、ぜひ、ご出席下さい。

②小崎会長、本日はよろしくお願いします。

１．第 2780 地区ガバナー事務所より
ありません
２．津久井中央ＲＣより、地区大会へのご協力の
お願い
今年度の地区大会は対面、フルスペックでの
開催予定ですが、第 5 グループの全クラブに
コ・ホストクラブとしてご協力をお願いして
おり、地区大会両日の運営にお手伝い頂ける
会員を派遣して頂きたく、９月５日までに氏
名をご連絡下さい。派遣人数：３名

・㝡住 悦子会員 ２００９年８月４日

尚、下記のリハーサルにもご参加をお願い致
します。日時：１０月６日（木）午後１時～
５時 「相模原市民会館」にて

８月３０日卓話「米山奨学会について」
早川 正彦会員
９月 ６日ガバナー補佐訪問「公式訪問２週間
前にあたり」杉﨑ガバナー補佐

点 鐘

１２：３０

会 場

中国名采「敦煌」

斉 唱

ロータリーソング「我等の生業」

が、７月に３年振りに開催された「相馬野馬追」を観て

司 会

伊倉 正光 副ＳＡＡ

きました。今から一千年以上の歴史がある伝統の祭り

福島県南相馬市に支社を出して２年程になります

ソングリーダー 諸隈 武会員

で、甲冑に身を固めた約４００騎の騎馬武者が疾走し

ゲスト

ます。野馬を敵兵に見立てて、軍事演習をしたことに

加藤 龍真氏（オブザーバー）

始まったと伝えられ、今は神事として行っています。
じつは、そこで花巻中央ＲＣの方と知り合えました。
会

員

２５名
欠席者
３名

●例会場

出席（出席対象 18 名）

事前メイク者

(Zoom 含)１８名
本日の出席率

１名
修正出席率(8/2)

８６．３６％

９５．２４％

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
TEL 042-758-5750

相模原商工会館３Ｆ
FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

いつか地域の各クラブにメイクに行きたいと思ってい
て、いつか東京ＲＣも行きたいとは思っていますが・・
また増強活動で、相模原産業創造センターに丸子
さんや小崎さんと行く予定です。（概要にて掲載）

●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
●http://sagamiharanaka-rc.jp/

淳
裕治

