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

小こ
八木 勉会長

第 1077 回
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

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp
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会長

八木

勉会長

津久井ロータリークラブの大塚会長、橋本ロ
ータリークラブの原さん、ようこそお越し下さ
いました。
先月 20 日の少年野球教室、試合は雨ででき
ませんでしたが、皆さんにご協力頂きまして野
球教室の開催ができました。本当にありがとう
ございました。
今日は 9 月 1 日、防災の日ですが、その他に
宝塚歌劇団のレビュー記念日だそうです。1927
年(昭和 2 年)に宝塚少女歌劇団が日本初のレビ
ュー「モン・パリ」の公演を行った日というこ
とで、9 月 1 日を記念日としたそうです。
またそれ以外に「杭の日」でもあるそうです。
「く(9)い(1)」の語呂合わせで基礎工業協同組合
が制定したということです。
でも 9 月 1 日と言えば、やはり防災の話をし
ない訳にはいきません。何故防災の日なのかは
皆さんもご存じの通り、大正 12 年の 9 月 1 日
11 時 58 分頃、関東大震災が発生しました。東
京、神奈川を中心として住宅被害が 37 万件、
死者・行方不明者は 10 万 5 千人を超えたとい
う事です。震源地は相模湾の中央、または小田
原、または山梨・神奈川の県境付近ではないか
と

【出席報告者

事務所・例会場

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

勉会長

斉唱 君が代 四つのテスト

と言われています。
また、その当時震度は 6 までの階級しかなかっ
たそうですが、被害の状況から小田原、神奈川県
沿岸、房総半島南部は震度 7 に達したと推定され
ています。
関東大震災と言いますと東京の火災被害が中
心に報じられていますが、津波も発生しており
熱海、伊東では 9 メートルの津波により多くの犠
牲者が出たということです。ところが、房総半島
では 2～3 メートル、東京湾では 1 メートル位の
津波で、おそらく地震のメカニズムにより近くで
も大きな差が出たのだと思われます。
また地盤が神奈川県の大磯町で 1.8 メートル上
がり、江ノ島では 90 センチ下がったそうです。
そして余震ですが、地震発生の当日だけでマグ
ニチュード 6 以上が 10 回もあり、余震によって
さらに被害が拡大したそうです。
これと同じような大地震が発生したのは、
1703 年（元禄 16 年）の元禄関東地震ですが、そ
れから 220 年後に関東大震災が発生しました。
そ
れから 90 年くらいなのでまだ大丈夫という気も
しますが、日本は地震大国ですし、南海トラフ巨
大地震発生の可能性もありますから、あまり油断
せず、今日ご家庭でも防災についてお話をして頂
ければと思います。

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

115

0

100％

92.86％

本日欠席者

前々回修正出席率

93.33％

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
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
地区大会：財団 100 周年記念プログラム
9 月のロータリーレート 102 円
5 グループガバナー補佐
第 3 回会長幹事会開催案内
例会変更通知
相模原東 RC
8 月 29 日（月）点鐘 18:30～
夜間例会「ポパイ」
9 月 19 日（月） 敬老の日
10 月 10 日（月） 体育の日
10 月 17 日（月） 地区大会に振替
↓
10 月 15 日（土）
・16 日（日）
相模原グリーン RC
９月１６日（金）
・23 日（金）点鐘 12;30
両日とも場所を「中国名菜 敦煌」へ変更
その他の受領書類
津久井商工会
第 3 回やまびこオープン親睦ゴルフコンペ
参加依頼
税務セミナー・講演会開催通知
相模原市福祉のまちづくり推進協議会
「第 34 回市民福祉の集い」案内通知

ゲスト紹介
原 幹朗 様
大塚利之 様

相模原橋本 RC
津久井 RC

相模原橋本 RC 原様より
先般、橋本七夕まつりの折にエンド・ポリオ
キャンペーンを行いました。おかげさまで天気
に恵まれまして大変多くの方にお越し頂いたの
ですが、その後色々振り返りをしておりますと、
小山さん、具さんにお出で頂き、特に具さんの
声の迫力は今年の七夕思い出ベスト 10 に入っ
ていました。
3 日間で募金は 50 万円を超えまして、これは
記録でございました。具さんの迫力でおそらく
15 万円位集まったのではないかと思います。そ
のお礼をまず申し上げたいと思います。
それから、私共のクラブは新会員が多いため
メイクをすることが習慣になっていません。メ
イクしたいけど行きにくいという声が結構あり
まして、私がーキャップリーダーというものに
なりました。
8 月の中旬から私は露払いと思って 20 クラブ
ほど回りまして、感じたことがありました。
今度例会が減るクラブもあるとか、例会を減ら
した新クラブができるなどあるようで、柔軟性
はいいのですが、メイクしようと思うと大変困
ります。今週、例会があるはずのクラブが 4 つ
くらい例会をやってないという状況でした。
例会というのはお客様にも開かれているもの
なので、あまり気楽に移動例会ばかりというの
も良くないと思います。当クラブも第 5 週の例
会は外しまして、次年度に第 3 週も外すかもし
れませんが、その分例会を行う時は移動例会に
しないことを前提にして考えたいと思います。
とにかく、少しお客様対応というか、世界に
開かれたロータリーの例会ということを皆でも
う 1 回確認した方がいいのではないかとつくづ
く思いました。
ということで、今度少し連れて来たいと思い
ますので、事務局にご相談しながらお邪魔しま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

創立50 周年記念例会について
津久井RC 大塚利之会長
日頃は八木会長をはじめ、津久井中央ロータリ
ークラブの皆様には大変お世話になっておりま
す。
今日は、当クラブの創立 50 周年記念例会のご
案内に参りました。本来なら豪勢な式典を行うべ
きところですが、当クラブも会員数がかなり減少
しておりまして、そのような資力もございません
ので記念例会という形にしました。
どんな組織も 30 年が寿命と言われています。
津久井ロータリークラブも創立 30 年前後あたり
が 44 名という一番会員数が多い時でした。
その後、津久井中央ロータリークラブのスポン
サーをさせて頂き、それ以降だんだん減少してい
きました。私はロータリー歴 16 年ほどですが、
入会した時に 9 名位退会してしまいまして、私は
少人数クラブでの経験しかありません。
当クラブでは昔ボーイスカウトを作りまして
今も続いていますが、その時私は 28 歳で津久井
ロータリークラブからの依頼により隊長に任命
されました。それから毎年クラブに卓話等でお邪
魔していましたので、その頃のクラブの様子は何
となく覚えています。
少人数のクラブにはなりましたが、50 年何と
か続いてきたという証しを一つの節目にしたい
と思います。
当日は午後 2 時 30 分開会ですので、2 時頃に
来て頂ければと思います。
それと、文化福祉会館は駐車場が広いようです
が、空いてないことが多いので、津久井中央ロー
タリークラブの皆さんが例会の時に使用してい
る駐車場を少し使わせて頂けると助かります。そ
の辺の協力をお願い致しまして、ご案内とさせて
頂きます。

委員会報告
小山里枝社会奉仕委員長
毎年の行事に入っている 100 人運動会に今
年も参加します。日時は 9 月 18 日(日)、場所
は同じく桂北小学校体育館、参加費は一人 200
円、お弁当は先方で用意して下さるので参加人
数を報告する必要があります。
当日は上履き持参です。9 月 17、18 日と相模
湖公園でアトリエヨシノさんの湖上フェスティ
バルが行われる関係で、道路の混雑が予想され
ることと、今回駐車場の場所が例年と違うので
ご注意下さいということです。
開始時間は 10 時、受付が 9 時 30 分です。
クラブから今回も松葉商店さんにお願いして、
参加賞のお菓子を提供したいと思います。
小川洋一親睦委員
親睦委員長に代わりまして報告いたします。
過日、高尾山ビアマウントで行われました津久
井中央ロータリークラブ納涼家族例会ですが、
残金が 26.500 円ありまして、前回皆さんに承
諾頂きましたのでスマイルに入金いたします。

会長幹事会報告
八木 勉会長
先月の 19 日に会長幹事会が行われました。
・公共イメージ向上協力金の依頼があり、理事
会にかけたいと思います。
・地区大会が 10 月 15、16 日に行われますので、
皆さんは 16 日の出席をお願いします。
・ロータリーダイナースクラブコーポレートカ
－ドの加入を推進。
・第 5 グループでの新会員の集いが 9 月 23 日
に行われます（入会 3 年以内の会員）
今月は祭日や移動例会の関係で、通常例会は
今日と来週だけになります。来週は会員卓話と
いうことで沼崎会員に依頼しました。
15 日は 16 日の津久井ロータリークラブさん
の創立 50 周年記念例会に振り替えます。
22 日は祭日ですので休会で、29 日は 18 日の
100 人運動会に振り替えます。この会場での例
会は次回だけで、あとは振り替えと休会になり
ますので、お間違いのないようお願い致します。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野
茂委員長
相模原橋本
RC
原 幹朗 様
久しぶりにメイクに参りました。来春は当クラブが IM 担当なのですが、四苦八苦し
ていてお知恵を頂きに来ました。よろしくお願い致します。会場は橋本駅前の杜のホ
ールと会議室を使います。
先日の当クラブで行った橋本七夕でのエンド・ポリオキャンペーンでは小山さん 具
さん等、中央 RC の皆様にご協力頂き有難うございました。おかげ様で 50 万を超え
るご芳志を頂くことができました。
津久井 RC
大塚利之 様
50 周年記念例会御出席宜しくお願い致します。
津久井中央 RC
八木 勉会員
早いもので今日から 9 月です。今月もいろいろありますので、皆さんよろしくお願い
します。
高橋幸一会員
原さん、大塚さん、ようこそお越し下さいました。少年野球大会ありがとうございま
した。決算報告もほぼ終わり、残すは表彰式、八木会長宜しくお願いします。
井上 旭会員
相模原橋本 RC の原様、親クラブより大塚会長様、暑い中ようこそお越し下さいまし
た。ありがとうございます。過日の少年野球大会は残念でしたが、GG 佐藤さんの指
導のもと野球教室が出来て良かったです。その GG 佐藤さんが 24 時間テレビに出て
いて驚きました。
山﨑和彦会員
地震や台風、近年の日本は本当に災害が多いと感じます。今日は防災の日です。日頃
から災害に対しての準備をしておきたいと思います。原さん、津久井までおいいただ
きまして、ありがとうございます。これからもご指導お願いします。
小川洋一会員
少年野球教室、お疲れさまでした。14：00 からの懇親会飲みすぎです。水割 20 杯は
ちょっとオーバードリンクです。
森田正紀会員
原様、大塚様、本日はようこそいらっしゃいました。50 周年おめでとうございます。
楽しみにしています。
具 尚禮会員
仕事のメールしながらスマイル書こうとしたら、何を書けばよいかわからなくなって
しまいました。橋本たなばたまつりエンドポリオで私の声が役にたったと言う原様の
お話うれしかったのでスマイルします。
吉野賢治会員
原さん、大塚さんようこそ！お久しぶりです。津久井クラブ 50 周年記念例会の盛会
を祈ります。
小山里枝会員
本日も原様、大塚会長ようこそお越し下さいました。
。ありがとうございます。昨日
数日前からトラブル中のスマホ、ただ今ライン使えません。不便です。様々なトラブ
ルにみまわれておりますが、面白いほどに関わって下さる方々の人間性がよ～くわか
ります。教訓ですネ。20 日の少年野球教室、お疲れさまでした。懇親会の途中で失礼
し、高校時代属していたテニス部の同窓会に出席しました。同窓会といいましても先
輩、後輩も一緒の何代にも渡るステキな会です。今年も出席できてよかったです。
水野さん、読み上げる順番を工夫して下さり、大変聞きやすいです。
田畑和久会員
8 月はゴルフに一度も行かれませんでした。沼崎さんは 10 回以上行ってすごくうまく
なったでしょうね。よろしくご指導下さい。原さん久しぶりにお顔を拝見して、しば
らくごぶさたしているアエラの香りを思い出しました。又夜のご指導お願いします。
佐藤祐一郎会員 原さん、大塚さんようこそいらっしゃいませ。先週から家内がフランス出張中で
羽をのばしておりますが、明日帰国してしまいます。昨夜は藤沢で渡辺パストガバナ
ー当時のガバナー補佐が集まり宴会でした。久しぶりに楽しかったです。
杉本信一会員
少年野球大会、参加ありがとうございました。青少年奉仕委員会メイン行事終わりま
した。後は財団に報告だけです。
前沢弘之会員
原さん、大塚さんよくおいで下さいました。9 月ですね。昨夜は末っ子の夏休みの宿
題に深夜までつき合ってとても眠いです。水野さんの視線を感じスマイルします
水野 茂会員
原さん、大塚さん暑い中ありがとうございます。沼崎先輩が仕事の連絡をしていてス
マイルして頂けなくて残念です。今週は小川さん会があるので楽しみにしています。
親睦委員会
7/30 納涼家族例会の残金、スマイルします。ご協力ありがとうございます。
委員長代理 小川

