
第 2135 回例会 

９月 20 日 №11 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７８０地区 

本日は台風の影響で雨と強風の中で、出席率

100％は本当に素晴らしいと思います。中 RCは

39番目の公式訪問ですが、これまで 100％出席

のクラブは会員数 12名の横須賀西 RCだけです。 

また本日、地区研修協議会の報告書が出来上

がったと豊岡さんから報告があり、感謝致しま

す。中 RCからは地区出向者も多く、こちらもご

協力に感謝です。 

現在、9グループに 10名のガバナー補佐がい

ますが、全員男性です。前年度は当クラブの冣

住さんほか 4名の女性ガバナー補佐がいました。 

当地区の女性会員の比率は 12％位ですが、そ

れでも日本の中ではトップです。 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

佐藤 祐一郎ガバナー 

できれば女性のガバナー補佐も入れたかった 

のですが、結果的に男性だけになりました。た 

だ今年度のガバナー補佐の方々は素晴らしくて、 

RIや地区方針などの資料も自分たちで作成して、 

事前に説明してくれますので、私自身はあまり 

お話することが無くなってしまうのですが、必 

ず RI会長テーマや地区方針はお伝えする必要が 

あります。 

 ガバナーエレクトになると、必ず国際協議会 

へ 1週間ほど出席します。場所は前年度からフ 

ロリダ州のオークランドに変更になりましたが、 

前年度から 2年続けて、対面は中止で、オンラ 

インに変更となりました。   ＜次ページへ＞ 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

ジェニファーRI 会長テーマは、「イマジン ロ

ータリー」という少しドラマチックなテーマを発

表されました。RI会長はあまり細かいことは言わ

ず、感性に訴える手法をとっていますが、感覚的

なテーマで分かりづらい面もあると思います。 

「ロータリーはクラブが原点です。会員ひとり一 

人が大切です。全ての会員が役割を持ち、楽しん 

で積極的に参加できるクラブの結集でこそ実現

に近づきます。 

みんなが集まりたい場所、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、そういうクラブを目指して下さい」と

言っています。 

    また RI会長は、「DEI（ダイバーシティ・エクイ

ティ＆インクルージョン」と、よく言われます。 

ダイバーシティとは多様性で、エクイティは公

平さ、インクルージョンは翻訳すると「包摂」で

すが、包み込むというイメージかと思います。ロ

ータリー用語は翻訳すると、日本語ではう～ん?!

と思うことがよくあります。 

例えば、サービスは奉仕、フェローシップは親

睦、ボケーショナルサービスは職業奉仕ですが、

ボケーショナルとは天から授かった職業で「天職」

という意味ですが、RIには職業奉仕委員会も無く、

１業種１人という規定も無くなりました。 

また今はネットを利用するクラブが増えて来

て、病気や障害のある方でもロータリーに Webで

参加できるよう手を差し伸べています。当地区の

海老名 RCには、車イスの会員が 2名いて、いろい

ろ例会運営で努力されていると思います。 

次に地区指針ですが、２つだけです。「取り戻そ

う！」と「記憶に残る年にしよう！」 

特に、今年度は会員増強の目標を地区では掲げ

ていませんし、クラブが基本なので、クラブがし 

    っかりしていれば、地区指針にこだわらなくても 

    結構ですが、活動指針の１つに、「ロータリーの誇 

り」とあります。 

私はロータリーの誇りを「矜持（きょうじ）」と

したいと思っています。矜持とは自信と誇りを持

ち、堂々と振る舞うという言葉です。矜持の積み

重ねが１つのレガシーとなり、それを続けてきた

ので、ロータリーは 117年の歴史があるわけです。 

 

 

 

 その一例として紹介したいのは、5年程前の神 

戸での「ロータリー研究会」でのことです。ある 

元 RI会長が「ポリオは、いつ終わるのか？ RI 

はどのような計画を立て、いつ収束するのか？」 

と質問されました。 

だれも答えられずにいると、当地区の小沢 PGが 

「そんなことは誰も判らない、しかしロータリー 

の誇りにかけて、ポリオが無くなるまでやるのだ」 

と答えられ、拍手が起きました。これを誇りとか 

矜持と言えば良いでしょうか。忘れてはいけない 

ことだと思います。 

一つひとつの積み重ねをクラブで実践するだけ 

でなく、若い次世代へと伝え、地域へ広めていく 

ことが大事です。クラブも一人ひとりを大事にし 

て下さい。そして今年度、小崎会長年度に「こう 

いう事業を行った」と記憶に残る年にしていただ 

ければと思います。 

＜ガバナーとの懇談会（質疑応答）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要約にて掲載） 

①クラブフューチャービジョンの他クラブの事例 

について 

佐藤Ｇ：クラブの棚卸しが必要で、1～2年ごとに 

見直しする。また担当委員会だけでなく、全員 

で作成することが必要であり、作成までの過程 

が重要だと思います。 

➁増強活動の取り組みの事例について 

佐藤Ｇ：基本的にはリスト作成から始めるが、そ 

こで作成して終了しているクラブが多い。各リ 

ストの候補者に担当を付けることが必要。ゲス 

トでどんどん例会に呼ぶ方法も良いと思う。オ 

ープン例会という方法もあり、やり方はクラブ 

で判断して下さい。 

 



                                     

 

    ③年会費の納入方法について（他クラブ事例等） 

佐藤Ｇ：基本的にはクラブで決めることですが、 

あるクラブで、年会費から入会金、寄付金など

全てオープンにして入会者を募っているクラ

ブがあり、果たして、最初からその金額で入会

するのかと心配してしまう。いろいろ工夫して

いるクラブはあるが、当地区で年 12 回の分納

制度を取っているクラブは無いと思います。 

    ④ロータリー会員の職業検索システムについて、 

現在は機能しているのか？ 

佐藤Ｇ：当地区 HPにも以前、会員の検索システム 

があったが、掲載している会員がほとんどいな 

かった。個人情報面もあるので、自主的にやる 

ことになるかと思う。RIも個人情報の公開には 

慎重なので、何か会員情報を共有できる方法が 

あれば知恵を貸して頂きたい。 

    ⑤ガバナー補佐の選出方法について 

佐藤Ｇ：ガバナーの選出方法は少し複雑ですが、 

ガバナー補佐の選出（指名）は、ガバナーに権

限があるので、ルール上はガバナーは誰でも指

名できる。9 グループの中には輪番制でガバナ

ー補佐を出しているクラブもあり、私も選出の

際には配慮はしました。各クラブから適任者が

順番に出てくれば理想的ですが、少人数クラブ

などは難しい面もある。 

 

 

     本日は遂にガバナー公式 

    訪問ということで、佐藤祐 

一郎ガバナー並びに杉崎ガ 

バナー補佐をお迎えしてお 

    ります。大型台風が接近し 

    ていましたが、勢力も弱ま 

    り、午後には東北から太平 

    洋に抜けていく予想ですが 

    九州や中国・四国地方では、死亡者や行方不明の  

    被害も出ております。 

    ＜理事役員会の報告＞（詳細は略にて） 

（※先週号 2134回週報をご参照下さい） 

 

 

 

＜会長幹事会の報告＞ 

 今月はかめりあ RCで会場をセッティングして 

頂き、相模大野の「八起」にて開催され、オブザ 

ーバーに地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会より笠間委員長（綾 

瀬春日 RC）と中村委員（相模原南 RC）、地区米山 

奨学委員会より早川副委員長（相模原中 RC）が出 

席されました。西 RCは大河原会長がコロナ感染、 

唐津幹事が濃厚接触者で欠席されました。 

 地区ポリオプラス委員会からは、発生数は 3カ 

国 23人に増加したとの報告があり、一時はアフ 

ガニスタン 1カ国で、根絶まで 2人にまでに迫っ 

ていましたが、パキスタンとモザンビークでも発 

生しているようです。もう少しですが、なかなか 

根絶までの難しさを物語っています。当クラブで 

もゲスト卓話を 11月 8日に依頼していますので、 

改めて最新情報を確認したいと思います。 

 地区米山委員会からは、今期の奨学生数、寄付 

額、奨学生の選考方法についてお話がありました。 

 今期の奨学生数は 34名で、選考方法は国、宗 

教、家庭の経済状況に関係なく、日本で取り組み 

たい明確な目的のある人を選考しているとのこと 

です。寄付額は、第 2780地区は 47,466,797円で 

前年度と比べ、復調しているようですが、寄付者 

の個人割合に課題があるようで、各クラブで全員 

寄付を目指してほしいとのことです。 

 当クラブでは前年度の個人寄付率は 96.2％（地 

区平均 69.3％）で、田後前会長、米山委員会の尽 

力で、高い水準となっています。 

〇各クラブの近況報告

中 RC：6名のビジターを招待し、1名の増強 

南 RC：エンドポリオ募金活動の実施 

東 RC：増強 2名 

かめりあ RC：9月 13日で創立 4周年、10月 9日 

に「おださがﾛｰﾄﾞﾌｪｽﾀ」でポリオ募金活動 

柴胡 RC：来年 6月 4日に開催予定のＩＭの報告。 

 Ａ・Ｂ合同開催で、地区 RYLA委員会とイベント 

 時期が重なるため、基調講演の依頼を検討中。 

 当地区では 20年間、RYLA委員会が無く、プロ 

グラムについて調査を行っている。 

（紙面の都合上、一部要約にて掲載） 



   

 

 

 

 

●佐藤 祐一郎ガバナー（津久井中央 RC） 

皆様にお会いするのを楽しみにしておりました。 

日頃よりお世話になり、感謝申し上げます。本日は 

宜しくお願い申し上げます。 

      ●杉崎 信一ガバナー補佐（相模原南 RC） 

        台風も過ぎ去り、ひと安心したところです。 

本日はガバナー公式訪問、一日どうぞ宜しくお願 

     い致します。 

●小崎会長、大井幹事 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、ようこそお出 

 で下さいました。本日はたくさん学ばさせて頂きます。 

➁南さん、入会おめでとうございます。ロータリーを一 

緒に楽しみましょう。 

       ③田中さん、足元の悪い中、ようこそ。 

●川合 貞義会員 

佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、一年間ご苦労 

様です。体が資本、充分気をつけて業務を行って 

下さい。たまには、サボタージュもリフレッシュで良 

いかもしれません。本日は宜しく。 

●小野 孝会員 

  佐藤ガバナーをお迎えして。 

●永保 固紀会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、公式訪問ご 

苦労様です。 

➁暑さ、寒さも彼岸までです。 

●竹田 繁会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、雨の中、本日 

はご苦労様です。 

➁南篤史さん、入会おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員 

佐藤祐一郎ガバナー、杉崎信一ガバナー補佐、 

本日は宜しくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、本日は宜しく 

お願い致します。 

➁南さん、入会おめでとうございます。 

③田中さん、当クラブへようこそ。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員、田所 毅会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、公式訪問あり 

がとうございます。 

➁南さん、入会おめでとうございます。 

③田中さん、ようこそ。そのまま入会しちゃえ～～！ 

●田後 隆二会員 

ガバナー公式訪問、おつかれさまです。 

●丸子 勝基会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、ガバナー訪問 

天候不順の中、お疲れ様です。宜しくご指導お願 

い致します。 

➁南様、入会おめでとうございます。一緒にロータリー 

を楽しみましょう。 

③星工業の田中社長、ようこそ。 

●横江 利夫会員、横溝 志華会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、公式訪問あり 

がとうございます。 

➁ゲストで田中様をお招きしています。田中社長、 

  ようこそ。 

●豊岡 淳会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、ようこそ！ 

➁南さん、おめでとうございます。 

③田中さん、楽しんで下さい。 

●冣住 悦子会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、本日は宜しく 

お願いします。 

➁南さん、入会おめでとうございます。 

③田中さん、ようこそ。 

●阪西 貴子会員 

①佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐、公式訪問よう 

  こそいらっしゃいました。宜しくお願い致します。 

➁新会員の南さん、これからよろしくお願い致します。 

③オブザーバーの田中さん、楽しんでいって下さい。 

●阿部 毅会員 

①本日は佐藤ガバナー、杉崎ＡＧ、宜しくお願い致し 

  ます。 

➁南篤史さん、入会を歓迎します！ 

③オブザーバーでお越しの田中裕二さん、本日は 

ようこそ。 

  



 

 

＜新会員入会式＞     
〇推薦者／河野会員よりご紹介 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     本来の推薦者は川合会員ですが、喉の調子が良 

くないということで、私からご紹介致します。 

昨年、社長に就任されたので若い力で頑張って 

頂ければと思います。（概要にて） 

〇新会員／南 篤史会員よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社も社会貢献をということを、先代から教わ 

ってきましたので、ご一緒に活動できればと思 

います。宜しくお願い致します。（概要にて） 

    〇佐藤ガバナーより、ロータリーバッジ贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇横江増強委員長 

 南さん、入会おめで 

とうございます。また、 

本日は星工業の田中様 

にお越し頂きました。 

先日お誘いしましたと 

ころ、快く来ていただ 

き、有難うございます。 

 尚、増強委員会が次 

週 26日（月）18:30～「寿司福」であります。 

どたなでも、お気軽に参加下さい。 

〇田中 裕二氏よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会社は田名塩田にあり、製造業です。父がグ 

リーン RCに在籍し、子供の頃は家族例会に参加 

したこともあり、RCには少し馴染みがあります。 

 

＜委員会報告＞   (概要にて) 

〇豊岡地区研修協議会委員長 

 本日、報告書が出来上がり 

皆様にもお配りし、これで私 

の実行委員長としての責務は 

最後となります。ガバナー公 

式訪問日にお配りできたこと 

で、私は何か持っている?!と 

感じています！ 

〇阿部会員より 

 先日 18日に台湾で大きな地 

震が発生し、亡くなった方も 

おり、救援活動も続いている 

そうですが、友好クラブの台 

中文心 RCでは会員には被害は 

出ていないとのことでした。 

 



  

 

     

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①ポリオプラス 卓話者派遣について 

     お申込みいただきました卓話について、下記に

てお伺いさせて頂きます。 

卓話日：11 月 8 日（火）例会 卓話者：地区ポ 

リオプラス委員会 根岸君代副委員長（平塚北 

RC）、中村辰雄委員（相模原南 RC） 

２．相模原グリーン RC より３０周年記念式典の 

開催について 

日時：10 月 30 日（日）13 時～式典 14 時 20 

分～祝賀会 場所：相模原けやき会館 出席対 

象者：クラブ会長、幹事  登録締切 9 月 30 日 

 

※地区大会第２日目の式典と懇親会の出欠表を回 

覧しています。本日例会までにご記入をお願い 

致します。 

１０月１６日（日）１２：３０～点鐘・式典 「相模原市 

民会館」   １８：００～懇親会 「けやき会館」 

※千曲川ＲＣとの合同親睦例会の出欠表を回覧して 

います。 

１０月１２日（水）「白駒の池 散策」（佐久穂町） 

詳細は後日ご報告致します。出席人数により、移 

動例会か、有志参加とするかを検討致します。 

※次週２７日（火）は夜間例会となります。１８：３０点鐘

「敦煌」にて。お知り合いの方などもお誘い下さい。 

           

 

 

      

 

 

 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、会社で社員が倒れ、救急車を呼びました。 

原因は過呼吸でしたが、意識朦朧で、私も付き添い 

で同乗したのですが、ワクチン接種や持病など聞か 

れて何も答えられず、個人情報の兼ね合いもありま 

すが、社員の管理もしていかなくてはと思いました。 

増強ですが、私の場合は中 RCの少年野球の支 

  援がきっかけでしたが、どれだけ当クラブの活動を 

  知ってもらうかが大切だと思います。（概要にて） 

   

 

９月２７日「夜間例会」18:30 点鐘 敦煌 

１０月 ４日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

       米山奨学生 朱 奕琳さん 

      定例理事役員会 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  ロータリーソング「我らの生業」 

司 会  伊倉 正光 副ＳＡＡ 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  佐藤 祐一郎ガバナー（津久井中央 RC） 

      杉崎 信一ガバナー補佐（相模原南 RC） 

 田中 裕二氏（オブザーバー） 

 

●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 19 名） 事前メイク者 

２6 名 ２４名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/6) 

０名 １００％ １００％ 

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