
第 2133 回例会 

９月６日 №９ 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第５B グループ 

      本日の例会出席率が 100％とのことで、素晴  

     らしいと思います。25名の内、休会者 1名を除 

     き、24名のご出席ありがとうございます。 

      中 RCには、前年度ガバナー補佐の冣住さん 

     がおり、少し緊張しています。また、今年度の 

増強目標が 10名で、既に 3～4名の候補者が例 

会出席されているそうで、期待しています。 

      では簡単に、RIと地区の活動方針を説明させ 

     て頂きます。 

     ＜ジェニファー・ジョーンズ RI 会長＞ 

     ウィンザー・ローズランド RC 

          （カナダ・オンタリオ州）会員 

     1997年入会、ポリオ撲滅のため 

     に、1億 5千万ドルのファンドレイジングを目指す。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

杉崎 信一ガバナー補佐 

＜RI 会長テーマ＞「IMAGINE ROTARY」 

「想像してください、私たちがベストを尽くせ 

る世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世 

界に変化をもたらせると知っています」 

・想像してください ポリオのない世界を 

・想像してください みんなが安全な水を使え 

                 る世界を 

・想像してください 病気のない世界を 

・想像してください 全ての子供が読むことの 

               できる世界を 

・想像してください やさしさ、希望、愛、 

                  平和を 

Rotary 心を込めて配慮し合い、 

・みんなが集まりたい場所    ＜次ページへ＞ 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

・ワクワクする場所 

・感動を与えてくれる場所 

・何でも出来るように感じる場所 

 

＜第２７８０地区 活動指針＞ 

「取り戻そう！」 

「記憶に残る年にしよう！」 

＜取り戻そう＞ 

COVID-19による 2年間あるいは 117年のロータ 

リーの歴史の中で会員として、あるいはクラブと 

 して、失ったり、忘れたり、希薄になってしまっ

たものあるとすれば、変革と共に、もう一度取り 

 戻すべきものを確認し、取り戻しましょう！ 

・会員数（仲間を増やそう！DEIは変化への適応 

力を高め、活動範囲を拡げます） 

    ・親睦活動（仲間を作ろう！クラブ・クラブを越 

えて） 

   ・奉仕活動（仲間と行動しよう！地域・世界） 

   ・寄付（ポリオ根絶／＄40，Ｒ財団／＄200，米山 

／2万円） 

   ・地域やグループでの学びと懇親の集会（ＩＭ） 

 ・地域の青少年とのふれあいと育成（ＲＹＬＡ） 

 ・学ぶ機会と充実した例会（新会員のサポート、 

卓話の充実） 

   ・ロータリーの誇り 

  ＜記憶に残る年にしよう！＞ 

ロータリーの基本は、クラブ、会員ひとり一人。

クラブの自主性や自律性は守られる（autonomy）、 

    クラブはロータリーの目的に向かって、独自性を

発揮し、そのための努力が必要。 

    クラブで考え、今まで成し遂げていないような 

ことに向けて行動し、新しい歴史を作り、クラブ 

にとって印象的で記憶に残る年度にしましょう。 

どんなことでも構いません。クラブで考え、ひと 

つ今までにない記憶に残る成果をあげましょう。 

・親睦活動 増強 奉仕活動 

 ・寄付 学ぶ機会 

   ・規定審議会や決議審議会への提案 

   ・戦略計画や長期計画の作成 

 ・公共イメージの向上 姉妹クラブ 

 ・ロータリー賞 

 

 

 

 

〇９月２０日ガバナー公式訪問時に、ガバナーに 

聞きたい内容（概要） 

・クラブフューチャービジョンの他クラブの事例 

・増強活動の取り組みの事例 

・年会費の納入方法について（他クラブ事例） 

・ロータリアンの検索システムについて 

・ガバナー補佐の選出方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はガバナー公式訪問 2週間前ということで、 

杉崎ガバナー補佐をお迎えしての例会となります。 

RIや地区方針などについてお話いただきます。 

当クラブも今年度の活動を包括した会長テーマ 

を『将来に奉仕する』としております。 

・会員増強目標 10名 

・地域の子供達に向けた奉仕活動（少年野球教室） 

・会員同士の親睦強化に繋がる例会運営 

・クラブフューチャービジョンの策定 

当クラブも 10名を目指して、新しい会員獲得 

に向けて地道な取り組みを重ねております。今年 

度に入っての増強活動は、まず例会にビジターで 

お招きすることを方針としており、これまで 4名 

の方がいらっしゃっています。 

また増強委員＋会長・幹事での月一の会食を実 

施しており、そこにお一人のゲストをお呼びし、 

来週も予定では 2名来られる予定です。先週、来 

て頂いた方は入会を決意されたところですので、 

やっと重い扉が開き始めたという感じです。 

3名のビジターで 1名入会という計算ですと、 

30名ビジターが来られたら、目標達成も見えて 

きます。↗ 

 



 

 

 先月、90歳で亡くなられた経営の神様と呼ばれ 

た“稲盛 和夫”氏は、著書で「仕事と人生の成功 

の方程式」について語っておられます。 

人生や仕事の結果＝能力（0～100 点）×熱意 

（0～100 点）×考え方（－100～100 点） 

考えがプラス：前向き、協調的、明るい、肯定的、善 

意、思いやり、優しい、真面目、正直、謙遜、努力 

家、利己的ではない、欲張りでない、足を知る 

      考えがマイナス：後ろ向き、否定的、非協調的、暗い、 

        いじわる、他人を貶める、不真面目、嘘つき、傲慢、 

        怠け者、利己的、強欲、不平不満、人を恨む 

      

未熟ながら、ロータリーの会長職を務めている 

ところですが、多くの学びがあります。名前負け 

しないよう、若干張り切って立てた目標ですが、 

皆さんにご指導頂き、程良い重圧を感じながら、 

クラブそして地域の将来に、奉仕できる年度にし  

たいと思います。 

 

    ＜委員会報告＞   （要約にて） 

    〇会員増強委員会         横江委員長 

     会員 1人 1名の紹介をお願い 

して、８月末現在で小崎会長と、 

川合会員が達成しております。 

ぜひ早めに、お誘い頂ければ 

と思います。また増強方法の１ 

つとして、年会費の分納を検討 

して頂ければと思います。 

    〇親睦活動委員会                諸隈委員長 

     月始めですので、また今月から 

席替えをお願いしております。 

席札の紙に名前をご記入して 

頂いて、今月は同じテーブル 

で宜しくお願いします。 

 

 

 

●杉崎 信一ガバナー補佐（相模原南ＲＣ） 

①昨日は地区大会記念親睦ゴルフコンペにご参加 

  いただき、ありがとうございました。 

②本日はガバナー公式訪問前の事前訪問となります。 

        一日どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

  本日、久し振りにメークアップに伺いました。宜しく 

  お願い申し上げます。 

●小崎会長、大井幹事 

①杉崎ガバナー補佐、中村様、ようこそいらっしゃいま 

した。米山奨学生の朱さん、今日も楽しんでいって 

下さい。 

②会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

  先週は幹事代役、ご苦労様でした。 

●阪西 貴子会員 

①杉崎ガバナー補佐、本日はどうぞ宜しくお願い致し 

ます。 

②米山奨学生の朱さん、今日も楽しんでいって下さい。 

●黛 裕治会員 

①会員誕生日祝の阪西さん、おめでとうございます。 

②杉崎Ｇ補佐、本日はよろしくお願いします。 

③来週は高尾山へ遠足のため、お休みします。 

●竹田 繁会員 

①阪西会員、誕生日おめでとうございます。 

②杉崎ガバナー補佐、本日はご苦労様です。 

●小野 孝会員 

杉崎ガバナー補佐、ご指導の程、宜しくお願い致し 

ます。 

●冣住 悦子会員 

①阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②杉崎ガバナー補佐、ようこそ。本日はよろしくお願い 

致します。 

●中里 和男会員 

①杉崎ガバナー補佐、二週間前訪問ご苦労様です。 

②阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①杉崎ガバナー補佐、おつかれさまです。 

②阪西さん、今月誕生日おめでとうございます。  

●伊倉 正光会員 

杉崎ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。 

●阿部 毅員 

①杉崎ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。 

②阪西会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①杉崎ガバナー補佐、米山奨学生の朱さん、来て頂き 

  ありがとうございます。 

②阪西さん、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世界ポリオデーフォトコンテントのご案内。 

応募締切：10 月 31 日（詳細は回覧にて） 

②青森県大雨災害への義援金協力依頼 

青森県では、冠水被害や土砂崩れにより大きな

被害が生じており、地区として支援することに

致しましたので、ご協力をお願い致します。目

安として 1人当り 1,000円 締切：9月 20日 

③地区大会提出書類のお願い(提出締切 9月 20日) 

1)地区大会登録用紙  

2)長寿（85才以上）・物故会員（3月 22日以降の 

ご逝去）写真提出と報告書 

3)地区指導者育成セミナーご案内 10月 15日（土）

15:30～レンブラントホテル町田 会長・幹事対象 

4)新世代交流会 10月 16日（日）9:30～けやき会館 

5)各クラブの奉仕活動の紹介写真 1枚  

6)前年度財団・米山 寄付表彰者一覧 

7)送金明細一覧（会長幹事/地区役員用晩餐会費） 

           

 

９月１３日卓話 阪西 貴子会員 

         定例理事役員会 

      ２０日「ガバナー公式訪問」 

          佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

司 会  伊倉 正光 副ＳＡＡ 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  杉崎 信一ガバナー補佐（相模原南） 

          朱 奕琳さん（米山奨学生） 

     ビジター 中村 昌治君（相模原グリーン） 

 

  ●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 

 

 

 

＜9 月のお祝・会員誕生日祝＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阪西 貴子会員 

    ９月１５日 

 

 

 

 最近、ロータリーの奉仕活 

動を秦野駅近くで知りまして、 

町中のどこでも奉仕されてい 

ることに感動しました。 

 また先週、日テレの３時間 

特番の収録に参加してきまし 

た。もしかしたら、私が一瞬だ 

け映っているかもしれません。 

その収録で、ジャニーズの嵐 

の相葉さんにも会えて、ラッキーでした。８月の私の 

良い出来事を紹介させて頂きました。（概要にて） 

 

  

 

 

● 例

会  

 

 

●例会日 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 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛  裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 18 名） 事前メイク者 

２５名 (Zoom 含)２４名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/23) 

０名 １００％ ８６．３６％ 

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

