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
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勉会長

斉唱

奉仕の理想

年度のガバナー補佐が引き継ぎ訪問でお出でにな
ります。
昼間はとても暖かく朝晩は寒い今日この頃、花
粉も飛んでおりますし、どうか体には十分気をつ
けて過ごして頂きたいと思います。

まず、会長幹事会の報告をさせて頂きます。
・3 月 4 日に女性会員増強のためのセミナーが
あり、約 80 名の方が参加されました。また
14 日には PETS がありまして、森田さんの
ち程ご報告をお願い致します。
・4 月 16 日に地区研修協議会があります。松田
町の立花学園で行われますので、予定して頂
くようお願い致します。
・今年の桜まつりですが、当クラブの担当は 1
日土曜日の予定でしたが、割り振りの都合で
2 日の日曜日にして下さいとのことで、要請
人数が 3 名ですので、私の他に 2 名どなたか
ご協力をお願いします。またクラブから負担
金 2,000 円の協力をお願いしますとのことで
す。
・6 月 20 日に今年度と次年度合同の会長幹事会
が開催されますが、事務局員さんを招待しま
すので参加して下さいとのことです。
・3 月 30 日の例会に相模原中クラブの方が 40
周年記念式典のキャンペーンに来られるそう
です。
・6 月 1 日の例会に今年度のガバナー補佐と次

水野

相模原市緑区中野 1029

平成 29 年 3 月 16 日(木曜日)《30》

旭 SAA

八木

【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

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
津久井 RC 相模原グリーン RC
相模原橋本 RC 相模原南 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
米山学友会冊子「交流」
ハイライトよねやま 204 号
相模原中 RC
40 周年記念式典キャンペーン依頼通知
津久井 RC 相模原橋本 RC 相模原南 RC
例会変更通知

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

18

15

14

1

93.33％

86.67％

本日欠席者

松本会員

前々回修正出席率

85.71％

ゲスト紹介
福山

茂 様

相模原グリーン RC

相模原グリーンRC 福山茂 様
子供のための音楽会PR
佐藤祐一郎地区研修委員
津久井中央クラブさんとはご縁があるようで
して、私が会長の時に山崎さんが会長、佐藤祐
一郎さんがガバナー補佐、森田さんがグループ
幹事で一生懸命やられていたことを記憶してお
ります。
お手元のチラシにありますように、
「子供のた
めの音楽会」というのが 5 月 5 日、ちょうど連
休の真ん中ですので、日がいいのか悪いのか微
妙ですが、杜のホールはしもとで開催致します。
対象は小学生とそのご家族をご招待していた
だければと思います。定員が 535 名、消防方で
定員以上の入場は禁止で、立ち見はできません。
定員に達しましたら、応募は締め切らせて頂き
ます。
子供さんにはささやかなお土産があります。
音楽会は 3 部に分かれているのですが、3 部で
一緒にリズム遊びをするコーナーがあります。
その時に鈴やマリンバ、サンバホイッスルを配
りますので、それがお土産になります。
演奏者ですが、すべてロータリー財団の財団
奨学生です。昔は音楽関係の奨学生が多く、フ
ランスやイタリアでオペラやピアノ演奏を勉強
した方が演奏をします。基本的にクラッシック
でショパンやヘンデル、また童謡やジブリの歌
などをやらせて頂きます。
小学生はクラッシックですとなかなか楽しめ
ないのですが、楽器の生の音を聴ける貴重な機
会ですし、演奏家の方もかなり準備をして行い
ますので、知り合いの方などに早めにお声を掛
けて頂ければと思います。どうぞ、よろしくお
願い致します。

PETS 報告
森田正紀次年度会長
14 日に PETS に参加してまいりました。その
時に頂いた次年度のネクタイ、バッジです。そ
して次年度のこのマークは人を表しているそう
です。
次年度のテーマは「ロータリー：変化をもた
らす」でコロンは「ロータリーは」という解釈
をするそうです。
大谷ガバナーエレクトから次年度地区方針の
説明がありました。
地区の最重点項目としまして、女性会員と若
い会員の増強を軸に会員50名以下のクラブは１
名以上。51名以上のクラブは2名以上を継続。ク
ラブの現状をしっかり把握した上で会員増強を
行ってほしいとのことです。
2番目に 戦略計画の実行、公共イメージと認
知度の向上、メディアとの連携を重視して増強
に繋げる。世界を変えたトップ10でロータリー
は3位だそうですが、メディア等を使いPRをし
ていくということです。長期計画目標と実行で
すが、単年度ではなく10年後をイメージしてク
ラブ作りに励んでほしいとのことです。
3番目に寄付金ですが、奉仕活動への資金源であ
り奉仕の実践への貯金ということで、目標は
・財団 年次寄付100ドル以上／１人
恒久基金1,000ドル以上／クラブ
ポリオ40ドル以上（撲滅までの理解）
★ 地区補助金・グローバル補助金の積極的利用
・米山奨学会 20,000円以上
4番目にＲＩ会長賞（3つの戦略的目標のうち各4
項目）
5番目はマイロータリーの登録率向上、現在の登
録率は18.3％で各クラブ25％以上の目標達成。
6 番目に柔軟性の正しい理解（2016 年規定審議
会）、柔軟性というのは緩和だけではなく、ま
た導入により成果が出なければ意味がないの
で、クラブにプラスになることであれば積極的
に導入してほしいとのことです。

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
相模原グリーン
RC
福山 茂様
本日は 5 月 5 日杜のホールはしもとで開催する「子どものための音楽会」の
PR にお伺いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
津久井中央 RC
八木 勉会員
相模原グリーンクラブより福山様、花粉の発生源津久井中央へようこそおこし下
さいました。
高橋幸一会員
明日からお彼岸ですので、スマイルします。
井上 旭会員
相模原グリーンクラブの福山様、ようこそお越し下さいました。3 月も半ばを過
ぎましたが、相変わらず寒い日が続き、その上花粉が多く飛びつらい日がしば
らく続きそうです。せめて例会日は楽しく過ごしましょう。
山﨑和彦会員
福山さん津久井までようこそ。会長の時には大変お世話になりまして、ありが
とうございます。先日(月曜日)に杉の木（直径 0.7ｍ、高さ 25ｍ）を業者に依頼
して伐採してもらいましたが、工事代の高い小川水道土木よりもはるかに高い
請求書がきましたが、春が近づいて来ているので、気持を切り替えたいと思い
ます。
小川洋一会員
忙しいです。3 月の年度末はあと 2 週間よぶんにほしいです。どなたか 2 週間よ
ゆうを下さい。
沼崎善充会員
今週も何もいい事がありませんでした。が、スマイルします。小川さんと水野君
がうらやましい!
小山里枝会員
福山様、ようこそ津久井まで、ありがとうございます。音楽会ステキですね。な
るべく伺いたいです。小川さん、吉野さんホワイトデーありがとうございます。
嬉しっ! 森田さん、PETS お疲れ様でした。佐藤さんも一日お疲れ様でした。
私も次年度副幹事として出席して参りました。2 年前のことはすっかり忘れまし
たが、他クラブの会長方々に熱心な姿勢を拝見し、活発な意見も拝聴し、良い経
験となりました。
25 日のチャリティーボーリング出席の方、よろしくお願いします。
吉野賢治会員
所用の為早退します。
田畑和久会員
春ですね～。花粉で苦しんでいる方が増えています。アース製薬で出している
鼻の穴に塗る薬が良いらしいですよ。長男が来週から日吉で一人暮らしを始め
ます。ホワイトデー、忘れてました。小山さん、山口さん後日用意します。
森田正紀会員
福山様、本日はようこそいらっしゃいました。3 月 14 日 PETS に行ってまいり
ました。改めて大変な役を受けたなと思いましたが、出来るだけ自分のペース
でがんばりますので、宜しくお願いします。
佐藤祐一郎会員 福山さん、ようこそいらっしゃいました。
森田次年度会長、PETS おつかれ様でした。
杉本信一会員
補助金申請書、前沢さんさすがです。感謝。
会社も 1 月決算、3 月納税、確定 感謝。消費税が最高。
水野 茂会員
本日も皆様の協力で、全員スマイルを頂きました。ありがとうございます。

