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●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

卓話資料をパワーパイントで、頑張って作成

しました。判りづらい箇所もあるかと思います

が、私は今年度、フューチャービジョンの委員

になっておりますので、過去の歴史も振り返っ

て卓話をさせて頂きます。 

〇伝統と革新 

－これから何を残し、何を変えるか－ 

・伝統を大事にしたいが、時代に合わせた革新 

も大事。 

・何を残し、何を変えるか、その判断の基準は

何でしょうか。 

・いつ間にか大事なものが消えていってはしな 

いだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料を要約にて掲載） 

丸子 勝基 

・繁栄している老舗の企業、お店には何かその 

お店の“こだわり”を感じます。 

・伝統と言うものは伝え続ける“こだわり”か 

 もしれない。 

・相模原中ロータリークラブの伝統“こだわり” 

は何でしょうか。 

〇私の思い出とクラブの伝統、そして 

①入会時（２００２年）の相模原中ＲＣ 

・紹介者は故・竪道勲さんと小野さん、クラブ 

の仕組みを教えて頂いた。 

・会員 53 人、出席率 96.45％ メイクの大切さ 

を知る。 

・全会員に声掛けし 1 カ月で顔と名前を覚えた。 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

・すぐに「浜ゆう会」に誘われ、夜間の親睦の楽 

しさとクラブの活力を知った。 

・翌年は「ガバナーズクラブ」年度、ガバナーは

鹿島直麿氏。地区大会はグリーンホールで市民

参加での聖路加病院の故・日野原重明先生の講

演。統率のとれたクラブという印象だった。 

・創立 25 周年記念事業として、旧国鉄跡地への

河津桜の植樹。 

②幹事就任時（２００６年）の相模原中ＲＣ 

・会員数 41 名、減少傾向 

・会長はエレクトの時から私と一緒に会合を持ち 

どんなクラブ運営をすべきか一緒に話し合った。 

・先輩からは、幹事は必ず会長の隣にいてサポー 

トしなさいと教わった。会長・幹事はいつまで 

も続く特別な関係と教わった。 

・退会防止に「三楽会」を運営、私の発案で例会 

前のストレッチ体操を。 

・ある人を、老沼会長エレクトが増強しようとし 

たが、クラブに一人反対者が出て、増強できな 

かった辛い思い出があった。 

・週報を手書き編集印刷から複写機も変え、パソ 

コンプリンター制作に移行した。 

     創立 30 周年記念事業として、相模原市少年 

野球協会に優勝旗、優勝杯、横断幕を寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③会長就任時（２００９年）の相模原中ＲＣ 

・幹事就任から 3 年目、幹事は金沢さん 

・会員 37 名、出席率 87.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜充実した奉仕活動＞ 

・療育センター陽光園への奉仕活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィリピンの子供達への食糧支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際奉仕活動に参加し、ロータリーの素晴らし 

さを実感！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇これからの会長へのアドバイス 

・会長エレクトの時に、活動方針計画をしっかり 

立てる。どんな奉仕活動を開始するかを早く決 

め、活動計画に盛り込む。会長の時間は大変貴 

重な時間であり、会長の最大の特権。その特権 

を無駄にしないで、大事に考えて下さい。 

例会の出来栄えは、会長の時間と卓話次第。 

・話の内容に苦労するが、それがロータリーの勉強。 

 



 

                                    

・一年だけだから良い。 

・会長経験は、リーダーシップ養成に効果的。 

・増強をお願いしたい。「会長になった時」 

④誇るべき伝統、相模原中ＲＣ 

・「泳げ鯉のぼり相模川」事業等、創立時からの 

様々な奉仕活動 

・高い出席率を誇る格式ある例会運営 

・伊藤氏、鹿島氏、二名のガバナー輩出 

・韓国龍仁ＲＣを始めとした台中文心ＲＣ、マカ 

ティボブラシオンＲＣの国際友好クラブとの

活発な国際奉仕活動 

・それに千曲川ＲＣとの交流 

・光明学園インターアクトの創設とその運営 

・相模原東ＲＣ、相模原北ＲＣ、相模原柴胡ＲＣ

の３つの子クラブの創設 

・多くの分区代理、ガバナー補佐を輩出（川合さ 

ん、塚田さん、山内さん、神田さん、金沢さん、 

冣住さん） 

・よく議論し、揉めますが復元力のあること 

 

 我がクラブはよくもめるが復元力がある！ 

・我がクラブの特徴はよく議論し、揉めますが、 

 復元力のあることです。しかし揉めるのは活動

している証拠でもあります。私が描く中クラブ

のイメージは航行中の帆船です。活動が強い風 

 を生み、前進するので波風も立ちます。しかし 

 沈没しそうになると、皆で防ぐので沈むことは 

 ありません。 

・目的地に向かって帆をふくらませ、白波を立て 

 て進んでいる帆船は雄々しく美しく、港に係留 

 されている時は観賞用にすぎません。我がクラ 

 ブはこれからも美しくありたいと思います。そ 

 れには、活発な奉仕活動の実践が条件であるこ 

とは言うまでもありません。これがある限り、 

 年次の会長を船長に、白波を立てて進み続ける 

 でしょう。（1985～86 年度会長 浜田三雄氏） 

・背景：新クラブ拡大を提案して、大いに揉めた  

 末に、総会で否決されたこと。 

    

 

 

 

〇これまでの誇るべき奉仕活動のあゆみ 

（１９９８～２０１９年度分） 

１９９８年 RYLA開催、「介護保険を語る会」４００名の参加 

１９９９年 
３クラブ合同の職業奉仕シンポジウム、行政関連 

図書館に書籍寄贈 

２０００年 
３年計画の初年度、旧国鉄跡地に河津桜を植樹 

「介護保険を考える会２」開催 

２００１年 ２５周年事業として河津桜の植樹 

２００２年 鹿島直麿ガバナー年度の地区大会開催 

２００３年 相模大凧センター開館記念「凧づくり体験教室」 

２００４年 
「介護予防で明るい地域」シンポジウム開催、 

インドネシアにパソコン寄贈 

２００５年 新クラブ 柴胡ＲＣ設立 

２００６年 
３０周年記念事業、市少年野球協会に優勝旗、 

優勝杯、横断幕等寄贈 

２００９年 
陽光園に遊具寄贈と夕涼み会協賛、マカティ 

ボブラシオンＲＣとフィリピン食料支援 

２０１１年 アニマルセラピー犬による地震災害地慰問 

２０１３年 アニマルセラピー犬による高齢者施設慰問 

２０１４年 アニマルセラピー犬による養護施設慰問 

２０１５年 消防団員発掘プロジェクト 

２０１６年 マカティＲＣとの空飛ぶシューズプロジェクト 

２０１９年 中国卓球元選手による卓球教室 

〇会員数と出席率推移 

・創立時～2000 年（24 年間） 

 平均会員数：64.6 名 平均出席率：98.82％ 

・最大会員数 1992～93年度（大森会長・永保幹事） 

 会員数：80 名 平均出席率：99.81％ 

⑤現在の中クラブの強み、弱み  SWOT 分析 

内部事情＜強み＞ 

・優れた奉仕活動に実績があり、熱心。 

・出席率が良い。 

・クラブ会員のまとまりが良い（地区協運営 etc） 

・規律ある例会運営ができている。 

・老壮青の会員バランスが良い。 

・台湾、韓国、フィリピンなど姉妹友好クラブと 

 の交流が盛ん。 

・経験豊かな事務局員が業務及び財務をしっかり 

 守っている。           （裏ページに続く） 



  

 

内部事情（弱み） 

・会員の退会が続いて、減少傾向にある。 

・会員数が少ないため、予算が緊縮傾向。 

・奉仕予算が少ない。 

・新入会員への研修が足りない。 

・事務局員が三クラブ兼任。 

 

外部事情＜機会＞ 

・相模原市は産業振興が盛ん。 

・令和 4 年 4 月の人口は 725,369 人で緩やかに 

     増加している。 

・2029 年には橋本駅にリニア新幹線が走る。 

・クラブが植樹した橋本公園の河津桜が、毎年 

 見事に満開。 

 

外部事情＜脅威＞ 

・地区の出席率軽視の風潮が、本来のクラブ運 

 営に影を落としかねない。 

・出席率や例会数に拘らない近隣の他クラブの 

 風潮が、本来のロータリー思想に影を落とし 

かねない。 

 

⑥どこに行く！ 相模原中ＲＣ 

クラブフューチャービジョン策定への期待 

・ステップ 1)相模原中クラブはどんなクラブ？ 

・ステップ 2)5 年後、10 年後どんなクラブを目指 

したいか夢を描こう！ 

・ステップ 3)夢実現のために何をする？ 

・ステップ 4)スローガンを作成しよう！ 

・ステップ 5)クラブフューチャービジョン策定！ 

今年の奉仕活動も 

素晴らしかった！➡ 

 

会員を増やし、奉 

仕活動を充実させ、 

親睦を深めたい。 

誇るべき伝統に学 

び、４年後の創立 50 

周年を迎えましょう！ 

 

 

 

 

 

●小崎会長、大井幹事 

①丸子会員、本日の卓話宜しくお願い致します。 

➁結婚記念日祝の南会員、入会記念日の永保会員、 

おめでとうございます。私、大井もお祝を戴き 

ありがとうございます。 

③寒さ厳しくなりました。風邪など召しませんよ 

うに。 

●永保 固紀会員 

入会記念日を祝っていただいて。 

●丸子 勝基会員 

私の 20年間のロータリー経験を中心に、私の 

考えを卓話させて頂きます。宜しくお願い致し 

ます。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の南さん、大井さん、おめでとう 

ございます。 

②入会記念日祝の永保さん、おめでとうございます。 

③卓話の丸子さん、楽しみにしています。 

●田所 毅会員 

①卓話の丸子さん、よろしくお願いします。 

➁本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●中里 和男会員 

①丸子さん、卓話楽しみです。 

➁本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①丸子会員の卓話、今年を締めて楽しく、面白く、 

お願いします。 

➁本日、誕生日祝と入会記念日祝の皆様、おめで 

とうございます。 

●伊倉 正光会員 

①丸子会員の卓話、楽しみです。 

➁本日お祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①12月お祝の南さん、大井さん、永保さん、おめ 

 でとうございます。 

➁丸子さん、卓話楽しみにしています。 

      本日のスマイル額 １２，０００円 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日で今年最後の昼の例会となります。私の 

会長もやっと半年が経過し、あっという間のよ

うな、まだ半分かというような気持ちです。 

このように、皆さんの前でお話するのも少し

ずつ慣れてきまして、お褒めの言葉もいただい

ております。年度当初から緊張の連続ですが、

諸先輩方にしがみつきながら育てていただいて

おります。本当に感謝しております。 

さて本日は、この半年間のロータリー活動を

振り返ってみたいと思います。 

今年度のRIテーマはジェニファー・ジョーン

ズ会長が掲げる「イマジン ロータリー」そし

て、第2780地区のテーマは佐藤祐一郎ガバナー

が掲げる「取り戻そう 記憶に残る年にしよう」

です。振り返ってみると、今年度は結構取り戻

しています。 

・年会費が22万円→24万円 

・会員による有志の会合「丸福会」の開催 

・夜間例会（会員との飲食を共にする交流） 

・４年ぶりの入会者、ビジター9名（のべ11名） 

・地区大会の平常開催 

・千曲川RCとの３年ぶりの交流 

・インターアクトクラブ光明学園への３年ぶり 

の文化祭訪問 

・少年野球教室（子供たちの成長や学びの機会 

を取り戻した） 

・３クラブ合同例会（東RC、柴胡RC）※未定  

 

今年の初めは感染拡大があり、４月に当クラ

ブで担当した地区研修協議会なども座席の間隔 

 

 

 

を空けるなどの感染対策も入念でしたが、COVID- 

19との付き合い方も変化し、これだけ多くの活動 

を取り戻すことが出来ました。 

このクラブでは、今年度は私が「将来に奉仕す 

る」というテーマを掲げております。奉仕活動で 

は、来年の少年野球ジュニア大会に繋がる野球教 

室を無事開催できました。次年度も続けていただ 

きたいです。 

フューチャービジョンも策定します。先月は情 

報集会で多くのご意見いただきました。後半の大 

仕事ですが、今後の会長を務められる皆さんと何 

とか形にしたいと思います。 

そして、増強目標10名という高い目標を掲げ、 

４年ぶりの新会員が入会されましたが、実績とし 

てはまだ１名です。来年も是非ともお仲間を連れ 

てきていただきたいです。来年1月10日新年夜間 

例会もよろしいかと思います。今年の年賀状には、 

「今年はロータリーの例会に遊びに来て下さい」 

と一言添えてご挨拶いただきたいと思います。 

 

＜委員会報告＞ 

〇会員増強委員会         横江委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨晩 19日に、増強委員会“丸福会”を行いま 

した。来年は年明けの例会の時に、皆様から増強 

の進捗状況をお話し頂きたいと思います。時間的 

には１人 30秒程でお願い致します。 

 また、新会員の南さんの歓迎会をまだやってい 

ませんので、会員有志で来年に予定したいと思い 

ます。（概要にて掲載） 

＜今後の丸福会の開催予定日＞ 

１月２３日（月）、２月２０日（月）、３月２０日（月） 

４月１７日（月）、５月２２日（月）、６月１９日（月） 

 



  

 

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①２０２３～２４年度実施 第２回地区補助金 

説明会のご案内 

     次年度に申請予定のクラブは、必ずご出席をお

願い致します。対象者は会長エレクトを含めて、

1クラブ 2名となります。 

日時：1月 28日（土）14時～17時 場所：第 

一相澤ビル 登録締切：1月 16日 

２．茅ヶ崎ＲＣより３０００回記念例会のご案内 

     ゲストに小沢一彦氏（元 RI理事、米山奨学会理 

事長）をお迎えして卓話をお願いしております 

ので、ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。 

日時：1月 12日（木）記念例会 12～13時  

懇親会 13:10～ 場所：鎌倉パークホテル  

会費：1万円 登録締切：12月 21日 

 

※年末家族例会の出欠表を回覧しておりますの 

で、本日までにご記入下さい。 

 12 月 23 日（金）18:30～例会 18:50 頃～パーテ 

ィー「レンブラントホテル町田」 会費：会員 

1 万円、ご家族 1 人 2 千円（子供 12 才以下無料）

※新年夜間例会の出欠表を回覧しております。 

1 月 6 日までに出欠席をお知らせ下さい。 

1 月 10 日（火）18:30 点鐘「小田原屋」 会費 

3,000 円 ※18 時に送迎バス（JA 旭支所前）配車 

 

      

    １２月２７日→２３日（金）「年末家族例会」 

        18:30点鐘「レンブラントホテル町田」 

     １月 ③日祝日休会 

       １０日「新年夜間例会」 

            18:30 点鐘「小田原屋」 

       １７日クラブ協議会「後半の活動に向けて」 

 

  ●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  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇結婚記念日祝 

・南 篤史会員 12月 ８日 

・大井 達会員 12月１６日 

〇入会記念日祝 

・永保 固紀会員 １９７８年１２月１２日 

 

  

点 鐘  １２：３０ 

 会 場  中国名菜「敦煌」 

司 会  冣住 悦子 ＳＡＡ 

斉 唱  ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー 黛 裕治会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 (Zoom2 名)１９名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８７．５％ (12/4)８０．９５％ 

＜12 月のお祝い＞ 

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

