
第 2150 回例会 

1 月 17 日 №26 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

会長：小崎会長 

「会長の時間」にて掲載（次ページ） 

     幹事：大井幹事 

      実施計画は概ね遂行できており、財政面も順 

調に来ています。会長の補佐は足りないところ 

もありますが、フューチャービジョンを通じて、 

中 RCを楽しめる活動を進めたいと思います。 

ＳＡＡ：最住委員長 

      前半は副 SAAの伊倉さんと二人で協力して進

め、例会時間も守っています。後半もスムーズ

にいくよう努めます。何かご要望などあれば、

言って下さい。 

会計：（代理）甲斐副委員長 

      活動計画に添って、進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （要約にて掲載） 

会計監査：藤本委員長 

 活動計画により、年度末に監査を実施します。 

クラブ管理運営／親睦活動：諸隈委員長 

 コロナ感染も落ち着いており、現状で進めて 

いきます。親睦活動では毎月の席替えと肘タッ 

チは皆様の協力で実施できています。ローター 

アクトとの交流は後半に検討してみます。 

姉妹・友好クラブ：田後委員長 

 千曲川 RCとは昨年 10月に 7名だけでしたが、 

「白駒の池散策」に参加できました。海外のク 

ラブとはコロナ感染状況により検討してみます。 

会員組織／会員増強：横江委員長 

 半年を振り返り、南さんの入会と会員 1人が 

1名のゲストを呼ぶことで、延べ 7名が参加。 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

     増強委員会「丸福会」も輪が広まって懇親の場

にもなり、中 RC の歴史などもお話し頂いていま

す。残り半年ですが、ぜひゲストをお連れ下さい。 

    Ｒ情報：横溝委員長 

     11 月に情報集会を 3 グループに分けて実施し、 

熱く意見なども出して頂きました。後半にもう１

回開催するかは検討します。新会員オリエンテー

ションは歓迎会を兼ねて行いたいと思います。 

    奉仕プロジェクト／国際・職業奉仕 藤本委員長 

     国際奉仕は、海外の友好クラブとはリモート例 

    会を考えています。メルボルン国際大会は登録受 

    付中です。職業奉仕は、次週例会に地区委員会か 

    ら卓話に来て頂きます。 

    社会・青少年奉仕：櫻内委員長 

     青少年奉仕では光明学園に支援を継続し、文化 

祭にも参加。職場見学は時期的にできるか連絡待 

ちです。少年野球の活動は既に実施済みです。 

Ｒ財団・米山／財団委員会：横溝委員長 

 米山、財団とも金額は目標を達成し、皆様に改 

めて御礼申し上げます。 

米山：阿部委員長 

 寄付は達成済みです。朱さんは学業も就活も大 

変そうで少し心配しています。良い就職先が決ま 

ると良いのですが。 

公共イメージ：河野委員長 

 少年野球のジュニア大会と、野球教室の２つを 

タウンニュースに掲載して頂き、良いＰＲになっ 

ていると思います。ホームページも掲載予定です。 

指名：冣住委員長 

 次年度理事役員に快くお引き受け頂きました。 

細則改正：小崎会長 

 特に改正事案はありません。会費の分割納入は 

改正の必要はないとのことで、今後、要望があっ 

た場合には検討します。 

クラブフューチャービジョン：小崎委員長 

 現在、策定中です。また委員会で検討致します。 

 

     

新年おめでとうございます。先週の新年夜間例 

会に続き、本日が昼の通常例会一発目となります。

会員皆様には 2023 年を清々しく迎えられたこと

とお慶び申し上げます。 

 

 

 

日頃より、ロータリー活動にご指導・ご鞭撻を 

頂き、未熟な会長に励ましの言葉を掛けて下さり、 

大変励みになっており、心より御礼申し上げます。 

年度を折り返し、今年も残すところ、あと 21 回 

（全 46 回）の例会となりました。本日は「後半の 

活動に向けて」のクラブ協議会となりますので、 

各委員長には振り返りと 6 月までの方針を報告し 

て頂きます。会長としての反省と方針は、この時 

間をお借りして、実施計画に沿ってお話させて頂 

きます。      （以下、一部要約にて掲載） 

■本年度の方針：「将来に奉仕する」という言葉 

を掲げております。 

■実施計画 

①クラブフューチャービジョン策定委員会設置 

 策定に向け、皆様にアンケートと情報集会を実 

施し、意見集約を行いました。昨年末に丸子会員 

より当クラブのアイデンティティに関わる卓話が 

あり、次年度に良いバトンを渡せるよう、今後の 

会長予定者の皆様と策定を進めます。 

②会員増強、入会者 10 名を目指す。 

 高い目標を掲げ、横江委員長と共に励んでいま 

す。4 年振りの入会者、南会員を迎えられ嬉しい 

成果です。また、ゲストを述べ 11 名お招きして 

おり、増強委員会主催の「丸福会」も月 1 回開催。 

このように活動は活発になっているものの、実績 

は純増 1 名ですので、ぜひともゲストをお連れ下 

さい。目標 10 名を諦めておりません。 

③地区補助金「少年野球教室」の開催。 

 藤本委員長、櫻内委員長を中心に昨年 12 月 4 

日に「相模原中ＲＣ協賛 少年野球教室」を開催。 

子供と父兄を併せ 166 名、25 チームが参加し、当 

クラブからも櫻内会員や横江会員、河野会員が直 

接指導に参加頂きました。次年度も継続していき 

たいと阪西会長エレクトの要望もあり、成功だっ 

たかと思います。 

④更なる親睦と魅力を感じられる例会運営を行う。 

 諸隈委員長にお任せ状態にはなっていますが、 

月一回の夜間例会や年末家族会など、コロナ禍の 

中で設けることができています。11 名のゲストも 

迎えられ、残り半年もこの調子で続けて参ります。 

⑤地域メディアを活用し、ロータリーの公共イメ 

ージ向上に寄与する。 

 



 

 

     河野委員長の手配により、タウンニュースに 7

月に少年野球ジュニア大会、12 月に少年野球教室

を掲載。クラブのホームページにも掲載予定です。 

⑥各寄付金について 

     横溝財団委員長、阿部米山委員長の呼び掛けで、

順調に達成に向かっています。小野会員にも多大

なご協力を頂きました。ゼロ会員ゼロを目指して、

月間だけでなく、年度を通じて寄付受付していま

すので、少額でもご協力をお願い致します。 

 

本年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長テ

ーマは「イマジン ロータリー」です。そして、

佐藤ガバナーは「記憶に残る年にしよう」、「取り

戻そう」のメッセージを掲げています。残り半年、

クラブの記憶に残る活動をしてまいります。 

 

 

 

●小崎会長、大井幹事 

①中里会員のお誕生日、豊岡会員の創立記念日 

おめでとうございます。４４年目ですね。 

②本日はクラブ協議会です。小崎年度の後半戦に 

ご協力をお願い致します。 

●中里 和男会員 

 誕生日祝をいただき、ありがとうございました。 

長寿会員の仲間入りとなりました。 

●豊岡 淳会員 

①会社創立記念日を祝って頂き、有難うございます。 

②クラブ協議会「後半の活動に向けて」 会長、各委 

員長よろしくお願いします。 

●川合 貞義会員 

     年始めの例会に出席できず、挨拶できず、すみま 

       せんでした。今年も宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①誕生日祝の中里さん、おめでとうございます。 

②創立記念日祝の豊岡さん、おめでとうございます。 

●永保 固紀会員 

     本年も宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

①誕生日祝の中里さん、会社創立記念日祝の豊岡 

さん、おめでとうございます。 

②後半もよろしくお願いします。 

 

 

 

●甲斐 美利会員 

皆さん、明けましておめでとうございます。今年も 

よろしくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の中里会員、豊岡会員おめでとうございます。 

②クラブ協議会、皆さん宜しくお願いします。 

③今日は寒いね～！！ 

●阿部 毅会員 

①本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。後半も 

コロナに注意しながら、元気で頑張りましょう！ 

②就活に必死の米山の朱奕琳さん、お久し振りです。 

食事を抜かずに全力投球でいきましょう。 

③本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①お祝の中里さん、豊岡さん、おめでとうございます。 

②会長及び委員長の皆様、クラブ協議会宜しくお願 

  いします。 

●伊倉 正光会員 

会員誕生日祝の中里会員、会社創立記念日祝の 

豊岡会員、おめでとうございます。 

 

＜委員会報告＞（要約にて） 

〇相模原ＲＡⅭ例会出席報告     阿部会員 

 大学２年の孫の RAC入会式で、初めて例会に参加 

しました。昨年までの会員は３名でしたが、張旭会長の 

努力で一気に１９名まで増員となり、会員も留学生や社 

会人、現役学生の混成で、新会員のイニシェイションも 

充実した内容で驚きました。若者達のパワーと将来の 

社会的成長と奉仕活動に期待したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

〇インターアクト国内研修報告 藤本地区副幹事 

 今回は当地区と横浜・川崎地区、四国地区の３つの 

地区合同で、愛媛県で実施し、総勢５０名位でした。 

目的は交流でしたが、当地区の１名がコロナに感染し、 

高校生ですので、会員１名が同行し急遽、翌日に帰り 

ました。3月には箱根で研修があり、参加予定です。 

 



  

 

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①ロータリー奨学生帰国報告会のご案内 

留学を終えて帰国した奨学生の報告と、交流を

深める機会にご出席をお願い致します。 

2月 18日（土）14時～報告会 相澤ビルにて。

参加費 2,000円（Zoomは無料）2月 6日締切 

②第２回新会員の集い 開催のご案内 

     今回は他クラブ会員との交流やご友人作り、ロ 

ータリーを学んでもらうことも目的に開催します。 

2月 18日（土）17:30～20:30「藤沢商工会議所 

ミナパーク」対象者：入会 3年未満の新会員 

会費 5,000円 登録締切：2月 10日 

③下半期 人頭分担金の送金依頼 

     会員 1 人当り本会計 7,850 円 事業会計 2,900 

円 計 10,750円 ※1月中にご送金下さい。 

 

    ＜理事会報告＞ 

①１２月２３日年末家族例会 収支報告の件。 

  収入（会員・家族会費）  １９２，５００円 

  支出（パーティー費、アトラクション謝礼、子供菓子 

     ビンゴ景品） ３４０，８８０円 

  不足金１４８，３８０円は例会費と親睦会費で負担 

②川合会員より出席免除の申請。 

  定款第１０条５節により、出席既定の免除を承認。 

③上半期収支決算の報告。 

  一般会計残高 ３，５０９，１６４円 

  奉仕会計残高 １，１７１，０９８円 

④東ＲＣより、３ＲＣ（中・東・柴胡）合同例会の提案。 

  ２月２７日（火）→２６日（月）夜間例会で予定 

⑤「横浜地方裁判所相模原支部に合議制と労働審 

  判を求める協議会」参加の依頼。 保留とする。 

⑥フィリピンへのシューズ郵送コストについて。 

  奉仕会計より、１０万円までを承認。 

 

  ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員誕生日祝 

中里 和男会員 1月 28日 

〇会社創立記念日祝 

 豊岡 淳会員 1979年 1月 19日 

 

皆様、明けましておめで 

とうございます。今、本気で 

就活をしています。学業を 

優先して、就活もローター 

アクトもやっています。 

 お正月に函館に行き、Ｒ 

マークの記念碑など探しま 

したが、雪で何も見えません。驚いたことは、運転手 

さんが普通のスピードで走っていました。（概要にて） 

  

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「奉仕の理想」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  朱 奕琳さん（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

●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 ２1 名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９５。６５％ (12/23)８１．８２％ 

<
 

＜近況スピーチ／朱 奕琳さん＞ 

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

