
第 2146 回例会 

12月13日 №22 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

議長：小崎会長 

クラブ定款第 7 条 2 節により、「次年度理事

役員選出と承認のための年次総会」を開催致し

ます。総会の定足数は、細則第 1 条により「会

員総数の 3 分の 1 以上」とあり、本日の出席者

は 22 名により、成立致します。 

では冣住指名委員長より、経緯報告と次年度

理事役員候補者の発表をお願い致します。 

冣住指名委員長： 

      10 月 25 日夜間例会前に阪西エレクトと打合 

せをし、女性会員を理事役員にとの要望があり、

11 月 22 日に指名委員会を開催して候補者を理

事会に報告しました。では発表させて頂きます。 

＜次年度理事役員候補者発表（次ページ掲載）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長：小崎会長 

ただ今、発表されました候補者につきまして、 

何かご意見などある方はお願い致します。 

＜会員より質問＞ 

・本日の年次総会は、阪西会長エレクトには重 

要な集会だと思うのですが、欠席されている 

ので、少し気になって質問させて頂きました。 

議長：小崎会長 

では阪西会長エレクトには、次回ご挨拶をさ 

れるようにお願い致します。他にご意見がない 

ようでしたら採決させて頂きます。細則第 7 条 

により、賛成頂ける方は挙手をお願いします。 

（確認）賛成多数により、次年度理事役員の方 

々は承認されましたので、前列にお並び下さい。 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜藤本次年度幹事よりご挨拶＞ 

ただ今は、ご承認頂 

きまして、ありがとう 

ございます。来年 7 月 

から、このメンバーで 

務めさせて頂きます。 

今後、次年度会長の方 

針など確認してサポー 

トして参ります。どう 

ぞ皆様には、あたたかく優しく見守って頂きご指 

導よろしくお願い致します。（概要にて） 

＜２０２３～２４年度理事・役員名＞ 

役員（〇印は理事兼務） 

〇会 長 阪西 貴子 

〇会長エレクト 大井  達 

〇副会長 藤本 恵介 

〇直前会長 小崎 直利 

 幹 事 藤本 恵介 

 会場監督 早川 正彦 

 会 計 櫻内 康裕 

（副幹事） 諸隈  武 

理   事 

クラブ管理運営委員長 黛  裕治 

会員組織委員長 河野  崇 

奉仕プロジェクト委員長 横溝 志華 

ロータリー財団・米山委員長 田後 隆二 

公共イメージ委員長 冣住 悦子 

 

     

お久しぶりです。先週は少年野球教室があったた 

め移動例会となり、その前は休会で、その前は夜間 

 

 

 

例会だったため、11月15日ぶりの昼の例会となります。 

そうこうしているうちに、早くも次年度（阪西年度）の 

理事役員選出の時期となりました。本日、閉会後に年 

次総会がございます。私の会長年度も、まもなく半分 

に差し掛かるところです。 

そして、12月4日(日)「相模原中RC協賛少年野球教 

室」を無事開催することができました。当日は雲ひとつ 

ない晴天の中、子供たち９１名、指導者及び父兄で７５ 

名、合計の参加者１６６名、２５チームにご参加頂きまし 

た。ご指導頂いた横浜国立大学野球部の学生と、相 

模原市少年野球協会スタッフの皆様、当クラブからは 

事務局を含め１６名の会員がご参加下さり、総勢２００ 

名程のイベントを開催することができました。 

 神奈川県野球連盟一部リーグの横浜国立大学の１２ 

名程の学生の指導の下、ピッチャー、内野、外野で別 

れ、親身に丁寧にご指導頂き、当クラブからも櫻内会 

員、横江会員、河野会員もノックやボール拾いで指導 

のサポートに入って頂き、当クラブもとても良く関われ 

たと思います。ありがとうございました。 

別々のチームの子供たちと共に指導を受け、上達を 

喜び合ったり、大学生のバッティングを観て共に驚いた 

りと、元気一杯の姿を見ることが出来ました。相模原球 

場のような大きなグラウンドで、色んなチームの子供同 

士で学ぶ貴重な機会を提供できたと嬉しく思います。 

この２年間、コロナ感染拡大を受けて大会や試合、 

練習の機会の取りやめを余儀なくされており、今回の 

少年野球教室は、そんな機会を取り戻すために企画 

した教室でもあります。 

会長として「将来に奉仕する」というテーマを掲げて 

おり、今回の教室を通じて、地域の子どもたちの体力 

づくりや人格形成の機会を取り戻すことができたので 

はないかと感じています。今回の参加対象である３〜 

４年生の子ども達は、来年夏の「相模原中ＲＣ旗争奪 

ジュニア大会」に参加対象の学年です。子供たちの 

大活躍を期待します。      （一部要約にて掲載） 

 

 米山記念奨学会より 

田所会員へ感謝状 

 

 第８回マルチプル 

  米山功労者 

 

 



 

 

 

   

●小崎会長、大井幹事 

①少年野球教室のご参加、ありがとうございました。 

新らしい奉仕活動が子供達の喜びに繋がりました。 

②誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとうござい

ます。 

③今日の年次総会、よろしくお願い致します。 

●川合 貞義会員 

     誕生日祝、ありがとうございます。母のお腹に一年 

間いましたので、御年８８歳になりました。皆さんに 

お世話になりながら、まあ元気でいます。今後とも 

よろしくお願いします。 

●黛 裕治会員 

①先日の少年野球教室、参加できず失礼しました。 

②川合さん、お誕生日おめでとうございます。 

私もお祝いただき、ありがとうございます。 

●藤本 恵介会員 

 先日は入会記念日を祝って頂き、ありがとうござい

ました。８年目も楽しみます。 

●小野 孝会員 

①川合さん、黛さん、誕生日おめでとうございます。 

②１２月４日の移動例会を休みました。 

●中里 和男会員 

     会員誕生日祝の川合さん、黛さん、おめでとうござ 

       います。 

●横溝 志華会員 

      お祝の川合会員、黛会員、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員 

①お久し振りの例会出席です。 

②川合会員、黛会員、誕生日おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①年次総会、冣住指名委員長、よろしくお願いします。 

②本日、会員誕生日祝の川合さん、黛さん、おめでと 

  うございます。 

●櫻内 康裕会員 

①会員誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとうご

ざいます。 

②年次総会、よろしくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

    ①川合会員、黛会員誕生日祝おめでとうございます。 

    ②冣住指名委員長、年次総会宜しくお願いします。 

 

 

 

●阿部 毅会員 

①４年振りの韓国、いろいろ様変わりしていました。 

  米山学友総会に参加、報告させて頂きます。 

➁冣住指名委員長、本日の総会よろしく。 

③川合会員、黛会員のハッピーバースデー、おめで 

  とうございます。 

 

＜委員会報告＞    （要約にて） 

〇ロータリー財団委員会      横溝委員長 

本日にて、財団の寄付目標額を達成しました。小野 

会員を始め、皆様のご協力、ありがとうございました。 

〇会員増強委員会         横江委員長 

  今月は 21日に「丸福会」をありますので、ぜひご出 

  席をお願い致します。 

〇韓国米山学友会 2022 年度定期総会、及び龍仁 

 ＲＣ３名と全培錫氏の墓参・打合せ 阿部会員 

１１／２６（土）ソウル市内、パシフィックホテルで７０余 

名が参加、盛会のうちに開催された。全会長から３年 

振りの対面総会の開催の喜び、活動報告に続き、日 

本人留学生への奨学金、来年の世界大会（日本・つ 

くば市）の参加呼びかけなどが行われました。 

 翌２７日に国立ソウル顕忠院に、龍仁ＲＣからの３名と 

と案内の米山学友と共に４年遅れの墓参を済ませ、昼 

食をしながら、友好クラブ継続の検討提案を提示して 

きました。龍仁ＲＣは会員９０名で、減少傾向にあり、日 

本語のできる会員は皆無。双方、５０周年までに終結を 

含めた今後策を検討する事の意見交換に留めました。 
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１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①青森県津軽地方豪雨災害支援金のお礼と報告 

     ８月の災害義援金のご支援、有難うございまし 

た。青森地区の田中ガバナーよりお礼と報告が 

届きましたのでお送り致します。（回覧にて） 

②2025～26年度ガバナーノミニー候補者告知の件 

     地区指名委員会は、候補者に松下孝君（伊勢原 

RC）を指名しました。対抗候補者がある場合は、

12 月 22 日正午までにクラブで採択された決議

をご提出下さい。（松下氏プロフィールは回覧） 

③2022 年度版手続要覧のダウンロードについて 

     マイロータリーからダウンロードでき、本年７ 

月より有効となっています。各クラブの実情に 

合わせ細則の内容を検討し、取り急ぎ、従来の 

定款と細則から改訂して下さい。 

④ローターアクト地区大会のご案内 

     日時：1月 29日（日）13～17時 場所：小田原 

報徳会館（式典）、厨房わびと（懇親会） 

 登録料：ロータリアン 6,000円  

 

    ＜理事会報告＞ 

①ウクライナ・ブチャ発電機 義援金依頼の件 

  国際奉仕より１人 1,000円 計２６，０００円を承認。 

②１２月２３日年末家族例会 予算の件 

  会員会費１万円、家族会費２千円、子供（１２才以 

  下）は無料。コース料理にて。（子供はお子様膳） 

③１月１０日（火）新年夜間例会の件 

  １８：３０～「小田原屋」にて。会費３，０００円 

④藤本会員（インター担当、地区副幹事）の研修旅 

  行経費補助について。クラブにて負担を承認。 

⑤手続要覧改訂による、定款・細則の見直しの件 

  細則改正委員会にて打合せをする。 

⑥台中文心ＲＣとの交流の件。今後、検討する。 

 

  ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義会員 12月 11日 

・黛  祐治会員 12月 27日 

 

 

先日、幼稚園でのお誕生 

会に私も園児達と一緒に、 

お祝してもらいました。また、 

明日は他の幼稚園へサンタ 

クロースとして行ってきます。 

子供達の中には、去年のサ 

ンタさんだと憶えていてくれ 

る子もいます。今月で還暦になりますが、まだまだで 

すので、今後とも宜しくお願い致します。（概要にて） 

 

  

点 鐘  １２：３０ 

 会 場  中国名菜「敦煌」 

司 会  伊倉 正光 副ＳＡＡ 

斉 唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

 

 

 

 

 

 

●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（対象者１９名） 事前メイク者 

２６名 ２２名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９５．８３％ (11/22)８２．６１％ 

＜12月のお祝／会員誕生日祝＞ 

 

＜近況スピーチ／黛会員＞ 

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

