人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区
会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

小こ
八木 勉会長
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司会

井上

会長挨拶

旭 SAA

八木

水野

相模原市緑区中野 1029

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間
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例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp
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会長

八木

勉会長

勉会長

斉唱 君が代・四つのテスト

徐々に進み 10 年後には週 3～4 日は夜寝付かな
くなり、徘徊して警察に保護されるようにもなり
ました。長男はどうにか続けていた仕事も休職し
て介護にあたり、収入が無くなったため生活保護
の申請をしましたが、休職ということで認められ
ませんでした。
さらに母親の病状は進み、やむなく退職、改め
て生活保護の申請をしたのですが、失業保険を理
由にまたも認められませんでした。
生活費を切り詰めても家賃を払う事ができな
くなり、長男は心中を考えるようになりました。
2006 年の冬、手持ちのわずかな現金でコンビ
ニのパンとジュースを購入、母親と最後の食事を
済ませて思い出のある場所を見せておこうと、車
椅子を押しながら歩き、やがて死に場所を探して
河川敷に来ました。
「もう生きられへんのやで。これで終わりや。」
という長男の言葉に母親は「そうか、もうアカン
か。お前と一緒やで。
」
意を決し、車椅子の後ろから母親の首を絞めた
後、自分も包丁で自らを切りつけ首を吊ろうとし
ましたが、巻きつけたロープが解けて意識を失っ
たまま倒れていたそうです。そして通行人に発見
され、息子だけが命を取りとめました。

先日の母の葬儀に際しまして、皆様にご会葬頂
き誠にありがとうございました。この場をお借
りしまして改めて御礼申し上げます。
また、本日は橋本ロータリークラブより原様、
後藤様、津久井中央にようこそお越し下さいま
した。
今、紅葉がとても綺麗ですが、そんな津久井
の景色も楽しみながらお出で頂きましたでしょ
うか。
例会終了後は臨時理事会を行います。先週の
情報集会に来て下さった松本さんの入会審査と
次年度の指名委員会、その二つの案件ですので
よろしくお願い致します。
今日は皆さんもご存じかもしれませんが、こ
れからの事を考えさせられるような悲しい事件
について話したいと思います。
2006 年 2 月、京都市伏見区の桂川の遊歩道で
区内の男性（当時 54 歳）が認知症の母親(86 歳)
の首を絞めて殺害、自身も死のうとしたが未遂
に終わった「京都認知症母殺害心中未遂事件」
というのがありました。
一家は両親と長男の 3 人家族、1995 年に父親
が病死、その後母親が認知症を発症、病状は

【出席報告者

事務所・例会場

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

17

15

12

3

80.00％

85.71％

本日欠席者

山﨑会員、高橋会員、具会員

前々回修正出席率

78.57％

京都地裁は 2006 年 7 月、長男に懲役 2 年 6
月、執行猶予 3 年を言い渡し、冒頭陳述の間被
告席の長男は涙を拭う場面もありながら聴いて
いたそうです。
その裁判では検察官が、長男が献身的な介護
を続けながら金銭的に追い詰められていった過
程を述べ、殺害時の二人のやり取りや、
「母の命
を奪ったがもう一度母の子に生まれたい」とい
う供述も紹介すると、目を赤くした裁判官が言
葉を詰まらせ、刑務官も涙を堪えるように瞬き
するなど、法廷は静まりかえったそうです。
判決を言い渡したあと裁判官は、
「裁かれてい
るのは被告だけではない。介護制度や生活保護
の在り方も問われている」と長男に同情したそ
うです。そして「お母さんのために幸せに生き
ていくよう努力して下さい」という言葉に長男
は「ありがとうございます」と涙を拭ったそう
です。
その後、長男は琵琶湖大橋から身を投げ亡く
なってしまいました。お母さんのもとへ帰って
いったのだと思います。
実際に今、介護をしている方もいらっしゃる
かもしれません。また自分達もこれから介護さ
れるようになるかもしれません。
まだ自分は元気だからとか、母親もまだ元気
だから大丈夫などと思いがちですが、日本の介
護制度も隅々まで行き渡ってないのが現状で
す。
老いや病気は必ず来るものですから、皆さん
もこれから先のことをよく考えて頂ければと思
います。

ゲスト紹介
原 幹朗 様
後藤慎一 様

相模原橋本 RC
相模原橋本 RC

幹事報告
週報受領
津久井 RC

高橋幸一幹事
相模原グリーン RC

ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
米山奨学生卓話派遣アンケート
ガバナー月信原稿依頼通
職業奉仕卓話派遣に伴う機材準備依頼通知
月信原稿依頼通知
クラブ行事予定問合せ通知
12 月のロータリーレート 1 ドル＝106 円
ハイライトよねやま 200 号
財団 NEWS 12 月号
ガバナー月信 №5
ロータリーの友事務所
ロータリーの友 12 月号
佐藤ガバナー補佐
第６回「会長幹事会」＆「忘年会」開催案内
相模原大野 RC
新人の集い企画者選出依頼
相模原 RC 相模原南 RC 相模原グリーン RC
例会変更通知
その他の受領書類
緑第一障害者地域活動支援センター
第 6 回緑センターやまのべ祭り案内通知

ＩＭ キャンペーン
相模原橋本ＲＣ 原様 後藤様
原 幹朗様
皆様、こんにちは。早いもので私共のクラブ
ができた時に津久井中央クラブの IM で、井上
さんがパネラーとして頑張っていらしたのを
新鮮な気持ちで拝見したのですが、来年 2 月 4
日に私共が今年度の IM を開催するということ
で準備を進めてまいりました。
今日お配りしたのが概要のレジュメですが、
これについてご説明をさせて頂きます。
IM について調べまして、ご存じの方もいら
っしゃると思いますが、昔はインターシティ・
ゼネラルフォーラムとして行われていました。
1984 年の手続要覧から IM と名前が変わり
まして、それまでのフォーラムという要素がミ
ーティングということで若干薄まった感じが

しますが、当時の記録を見ますと変更の意図は
特に無く、IM の方が呼びやすいということのよ
うです。
最近は IM も親睦会という要素が強くなってい
ると思いますが、今回は少し津久井中央 RC に習
いましてパネルディスカッションを中心に運営
をしようということで検討しました。
10 時 30 分から 12 時まで記念講演会（一般公
開）となっていますが、これは参加できる方はど
うぞということで、通常の IM は 12 時 30 分受付
開始で 1 時 30 分より開会となります。
今回パネルディスカッションを二つ行います。
第一部は「街の変化と課題」で、IM のテーマが
「大変化する相模原、そしてロータリー」となっ
ていますが、相模原が非常に大きく変わるのでは
ないかという認識の中での変化と課題について
のパネルディスカッションです。
たまたま寺島実郎さんが最近市長と対談をさ
れたり、またセミナーで『相模原モデル』という
圏央道とリニア中央新幹線による相模原市の可
能性について講演されています。
そんなことから最初のパネルディスカッショ
ンは「街の変化と課題」といたしまして、パネラ
ーは 4 人用意しています。行政から小星副市長、
商工会会頭杉岡氏、JR 東海からお一人お呼びし
ています。そして街の変化というのはリニア等だ
けではなく、5 年、10 年先を考えますと団塊の世
代が後期高齢者になる 2025 年問題がありますよ
うに、高齢化の問題ということから相模原医師会
会長で相模原南 RC の竹村さんにもパネラーとし
て参加して頂きます。
第二部のパネルディスカッションは「これから
のロータリー」で柔軟性の話です。パネラーはや
はり 4 人で、ガバナー・エレクトの大谷さん、ガ
バナー・ノミニーの茅ヶ崎湘南 RC の脇さん、貴
クラブの佐藤祐一郎さん、そしてロータリーの友
編集長の二神さんという女性です。
ロータリーの変化を皆で再点検してみよう。サ
ブテーマに「Forward Looking」とありますが、
前向きに見てみようではないかという事でやっ
ていきたいと思います。
1 つミスがありまして、IM 終了が 19：00 で懇
親会が 17：00～18：30 となっていますことをお
許し下さい。
最後にお願いですが、第 5 グループ各クラブの
現状の棚卸をさせて頂き、またグループ全体でそ
れを確認し合うためにアンケート調査をさせて
頂きたいと思っております。
活動計画書も拝見させて頂きながら、平均年齢
や年齢分布など、各クラブで共有できるような
資料を作りたいと思っております。これについて
当クラブの後藤君からお話をさせて頂きます。

後藤慎一様
皆様、こんにちは。ご説明の前に私事ですが、
私の父、祖父とも中沢の出身でして、城山ダム
ができる時に二本松に上がってきた者ですの
で、こちらは非常に親近感があるクラブでして
それを一言申し上げたうえで、お願いをさせて
頂きます。
今お話がありましたように、今度の IM は「こ
れからのロータリー」ということで、アンケー
ト調査をさせて頂きます。短い時間の中で議論
を深めて頂くために、名称はまだ仮なんですが、
「第 5 グループのロータリー白書」という冊子
を皆様に事前にお渡したいと思っております。
ご協力をお願いしたいアンケートにつきまし
ては、貴クラブの特徴、他クラブにはない自慢
できるところと、現在抱えている問題とこれか
ら先の課題がございましたらご記入下さい。
また｢ロータリー白書｣を作るにあたり、平均
年齢等は頂いている活動計画書から読み取って
いますが、教えて頂きたい部分もありまして、
各クラブに足を運び調査をさせて頂きたいと思
っておりますのでご協力をお願い致します。
私も担当を引き受けたからには、実りの大き
いものにしたいと思いますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

クラブ研修リーダーセミナー報告
森田正紀会長エレクト
11 月 16 日、クラブ研修リーダーセミナー
に小川リーダーと私で参加してきました。
第 1 部は 田中正規氏（西尾ＲＣ）の講演
で「クラブのサポートと強化について」とい
う内容でした。
第 2 部が地区規定審議会代表議員 後藤
定毅氏より規定審議会、結果報告とその運用
についての説明と質疑等がありました。
今後当クラブもこれに基づいて細則等の変
更の必要があります。今年度色々な議論をし
て頂き、私の年度で変更になると思います。
内容については小川研修リーダーから説明し
てもらいます。

小川洋一研修リーダー
定款が随分変わりまして、19 条だったものが
今度は 22 条まであります。また細則の方で大幅
に柔軟性が出てきていますので、次年度になる前
に皆さんで議論をして決めていかなければなら
ないと思います。
なぜ変更が必要なのか。これまで 15 年間会員
資格、職業分類、クラブ運営に革新性を取り入れ
た試験的プログラムを実施してきました。これら
の試験結果や会員からの報告によると例会方法、
会員資格クラブへの参加方法などについてクラ
ブが決定できる柔軟性が多ければ多いほどクラ
ブに活気が生まれ、成長する傾向にあることわか
ってきました。
例会や出席、クラブの構造、会員種類について

スマイル委員会

水野

規定審議会が承認した新しいオプションを取り
入れてクラブ細則を修正することが可能になり
ます。ただし、これらの変更を加えないことを
選択するクラブは従来と同じ方法を取り続ける
ことができます。
具体的には、
・例会の曜日や時間を自由に決定
できる・必要に応じて例会を変更または中止す
ることができる・奉仕プロジェクトまたは社交
行事を「例会」とみなす・直接顔を合わせる例
会、オンラインでの例会、その両方を交互に行
う例会、あるいは両方の方法を同時に用いる例
会のいずれかを選ぶ・出席要件、または出席要
件を満たさなかった会員の終結に関する方針を
緩めるなどで、例会は月に 2 回行えばよいとい
うことです。次年度に向けて皆でよく議論し決
定したいと思います。

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野
相模原橋本
RC 茂委員長
原 幹朗様
本日は 2月4日(土)に開催する IM のご説明で伺いました。
よろしくお願い致します。
後藤慎一様
どうぞよろしくお願い致します。
津久井中央 RC
八木 勉会員
先日の母の葬儀の際には多くの方々がご会葬下さり、ありがとうございました。
井上 旭会員
原さん、後藤さん、ようこそお越し下さいました。いつもお世話になります。
いよいよ師走に入り、1 年が早く感じます。過日の雪はビックリです。鳥屋では
10cm も積もりましたが、11 月の雪はすぐ消えて安心しました。街はすでにクリス
マスのイルミネーションが飾られ、にぎやかにクリスマス商戦一色です。
小川洋一会員
相模原橋本 RC の原さん、後藤さん IM の PR ご苦労さまです。当日まで頑張って
下さい。水野さん、コロあんドーナツありがとう。
田畑和久会員
先日の城山情報集会参加の方々、ありがとうございました。小山さん、ボージョレ
ごちそうさまでした。ワインがきいたのか、新会員候補者が出ましたので宜しくお
願いします。今日はお菓子に野菜にもりだくさんでごちそう様です。
沼崎善充会員
IM ピーアールお疲れ様です。お伊勢まいりに行きましたが水野だけ良い事があり、
私には何も無く苦痛のみ～。追伸 杉本君、田畑君、ゴルフコンペ 100 も打って、
優勝と準優勝おめでとうございます。杉本君、早く機嫌直して下さいね!!
吉野賢治会員
久しぶりの例会です。橋本ロータリークラブの原さん、後藤さんようこそお越し戴
きました。おみやげ、ありがとうございます。水野さん、沼崎さんおみやげ、あり
がとうございます。
森田正紀会員
原様、後藤様、本日はようこそいらっしゃいました。所用のため早退いたします。
宜しくお願いします。原様、水野さん、おみやげありがとうございます。
小山里枝会員
原様、後藤様、本日はありがとうございます。おいしい最中もごちそうさまです。
IM 楽しみにしています。よろしくお願い致します。さて…先週の例会思いだせず
…ああ雪で休会でした。先週末から体調思わしくなく“百薬の長”にお世話になっ
います。ようやく快復でやっとインフルエンザの予防接種が受けられそうです。
皆様、ご自愛ください。八木会長！立派な野菜をありがとうございます。水野さん
沼崎さん、かわいいドーナツをありがとうございます。男子力アップ↑ですね。
前沢弘之会員
原さん、後藤さん、IM 楽しみにしています。今度の日曜(12 月 4 日)は根小屋の金
原で「ぐるっと、まるっと津久井特産市」というイベントがあります。私、その主
催団体の会長です。どうか皆さん、ひやかしに来て下さい。
水野 茂会員
本日は IM の PR で遠い所まで相模原橋本ロータリークラブの皆様ご苦労様です。
おみやげも頂き、本当にありがとうございます。本日は杉本さんがごきげんななめ
なので、スマイルしていただけませんでした。早くきげんを直して下さい。

