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司会   高橋幸一SAA   会長   森田正紀会長  斉唱 君が代 四つのテスト 

 

 

 

事務所・例会場 

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 

例会日 毎週木曜日  時間 12：30~13：30 

会 長 森田正紀   幹 事 杉本信一 

【出席報告者  水野 茂委員】    

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 前々回修正出席率 

16 16 10 6 62.50％ 100％ 81.25％ 

本日欠席者 沼崎会員、田畑会員、山﨑会員、杉本会員、井上会員、松本会員     

 

会長挨拶 森田正紀会長 
 

 先月は加藤棋一さんと元メンバーだった尾形

さんが亡くなられ、ますます会員が減っていく

寂しさを感じます。 

 ご報告ですが、タウンニュースに桜植樹事業

の記事が載っています。回覧していますので、

ご覧下さい。その植樹した桜がもう花を咲かせ

ていましてびっくりしています。去年植樹した

観光センターの前の桜も綺麗に咲いていますの

で、10 年という歳月を待たずに 2～3 年でたく

さんの桜を見ることができるかもしれません。 

 次年度、当クラブから 3 名が地区委員に就任

します。地区研修委員会副委員長に佐藤祐一郎

さん、地区職業奉仕委員に森田正紀、地区社会・

国際奉仕委員に杉本信一さんです。 

 8 日の地区研修協議会は田畑さんと杉本さん

に車を出して頂き、2 台で行けるように調整を

させて頂いています。 

今日はある言葉の紹介をいたします。 

「皆のために努力をするから力が発揮できる」 

会社を愛する気持ちや皆で一緒にやろうという

気持ちは昔の日本人だけでなく、欧米人を含め 

万国共通の感情です。ラグビーの世界では One 

for all、all for oneという言葉があります。一人

はみんなのために、みんなは一人のためにとい

うことです。自分のためではなく、みんなのた

めに何かを一緒にやるということは、人間にと

って根本的な嬉しい感覚であり、力が出てくる

のではないでしょうか。また、その裏返しでみ

んなが自分のために何かをしてくれるのは非常 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 

に嬉しく、力を出せるのではないでしょうか。

だからこそ、チームプレーの場合は個人プレー

以上の力がチーム全体で出せるということに

なります。 

 放送終了になった NHKの番組プロジェクト

Xに登場する事例も、一人のスターが個人的に

成功した話ではなく、みんなが力を合わせて困

難に立ち向かい、仕事をやり遂げるというもの

です。 

 まさに植樹事業もそうでしたし、自分でも思

うことが多々ありますが、自分も頑張ってやっ

ていけば皆さんに協力して頂けるのかなと思

います。残り 3ヶ月、何とか頑張っていければ

と思っています。 

 また、今月は第 5グループの親睦ゴルフコン

ペの開催がありますので、ご協力をよろしくお

願い致します。 

今日は前沢さんからPETSの報告があります

が、これから徐々に次年度へ引き継いで行く時

期になります。前沢さん、よろしくお願い致し

ます。 

  



 

 

 

  

 

     

 

 
 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 森田正紀会長

杉本信一幹事 

 

 まず、次年度の予定をお知らせします。ガバ

ナー公式訪問が 9 月 20 日、地区大会が 10 月

13、14日で茅ヶ崎です。 

 PETSの意味が入会した頃はさっぱり分かり

ませんでしたが、Presidents  elect  Training 

Seminar ということで次年度に会長になるた

めに必ず受けなければならない研修です。 

 当日は次年度のガバナーのお話と、基調講演

として横須賀RCの小沢さんの講演がありまし

た。自分の経験のエッセンスというような、次

年度会長になる私達へのエールと思えるお話

でした。  

 脇ガバナーエレクトの次年度の地区方針は、 

・補助金活用等により地域社会、国際社会、青

少年のための奉仕を実践する 

・RI戦略計画の推進 

・会員増強と会員維持(29 名以下のクラブは純

増 1名を目標にする) 

・例会、会費等について柔軟性、刷新性を活用

して若い人や女性が入会し易い環境を作る 

・R財団・米山奨学会への寄付のお願い 

・ロータリー賞へのチャレンジをしてほしい 

・My Rotaryへの登録率も向上 

  

             

ＰＥＴＳ報告  

 前沢弘之会長エレクト    
   

週報受領 

 相模原南 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

2018－19年度地区役員・委員会委員就任 

委嘱通知 

次年度クラブ幹事・クラブ事務局研修案内 

国際大会信任状 

ガバナー月信 №10 

地区大会報告書 

 

ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 4月号 

 

第 5グループ幹事 

 第 14回会長幹事会開催案内 

 第 13回会長幹事会議事録 

 

津久井RC 相模原大野RC 相模原東RC 相

模原中 RC 相模原グリーン RC 

例会変更通知 

 

 次年度の RIのテーマは「インスピレーション

になろう」です。このテーマを脇さんが噛み砕

いて説明してくれて、よくまとまっていると思

いました。 

 我々の現実の世界、国際社会や地域社会の現

実や自分自身の現実がある。そして理想とする

よりよい世界というものを想定する。それに向

かって現実の私達から持続的に変化させていこ

う。その変化をもたらすものがインスピレーシ

ョンであると言っておられました。 

 変化と言っても、私は何でもかんでもやたら

変えればいいとは思いませんし、変わらなけれ

ばと思い過ぎるのも強迫神経症みたいに感じた

りはしますが、現実を踏まえて我々が想定する

よりよい世界に向かって、少しずつ持続的に変

化させていきたい。その変化をもたらすインス

ピレーションの具体例がポリオ・プラスだそう

です。 

 ポリオ撲滅運動というのは、東京麹町ロータ

リークラブが世界で何十万人もポリオの罹患者

がいた頃、ワクチンさえ投与すればポリオは無

くなるのだから、ワクチン投与の活動をやって

みようと始めたそうです。 

 それが RI の世界的な運動になって推進され

てきた結果、あと数名で地球上からポリオ患者

がいなくなる状況にまでなった。そういうある

種の発想、インスピレーションというものが世

の中を変えていくという良い具体例だと話され

ていました。 

 ではロータリーが考えるよりよい世界という

のは何かというと、6 つの重点分野の事を言う

のだと思います。 

・平和・紛争のない世界 

・疾病・疫病のない世界 

・衛生的、きれいな水の提供 

・母子の健康が守られる世界 

・教育が行き渡った世界 

・経済と地域社会が元気な世界 

「このような世界がロータリーの考えるよりよ

い世界で、それに向かって少しずつ持続的な変

化をもたらす存在に私達がなりましょう」と言

っているテーマだというお話でした。 

 では、そのインスピレーションになるために

私達はどうしたらいいのかというと、色々な知

識や意欲を高める、またロータリーに対する理

解を高めるということでした。 

 分科会はグループセッションで、第１セッシ

ョンのテーマが「皆さんのクラブはどのくらい

効果的に機能していますか」という分かりづら

い言葉ですが、これは「どんな事をしています

か。それはどのくらい上手くいっていますか。」 

  



 

スマイル委員会 水野 茂委員 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員』 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞      

津久井中央 RC 

森田正紀会員  久々の例会です。3月はいろいろと行事があり、皆様には大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。今月はゴルフコンペもあります。宜しくお願いし

ます。 

高橋幸一会員  水野先輩、優勝おめでとうございます。そしてごちそうさまでした。また次回も

優勝して下さい。 

小川洋一会員  4月 8日は地区協議会です。いよいよ次年度に向けて活動が始まります。皆で気

合いをいれてがんばりましょう。 

吉野賢治会員  津久井湖さくらまつり、快晴のもと盛況に終る事が出来ました。今年植樹した桜

が花を咲かせました。 

小山里枝会員  きょうから例年並みの気温らしいです。まだまだ花粉症に悩まされております。

ツライです。きのう、おとといと藤沢でした。（ロータリー）きのうの朝は早く

も筍をいただき、あせりました。時間が足りなかったので、ひとまず茹でて昨夜

会議から帰宅後、がんばって作りました。バッチリです。 

前沢弘之会員  午前中、根小屋小学校の入学式に出席してきました。今年の新入生は 16名で 

す。 

具 尚禮会員  昨日は麗香の B・Dでした。めでたい事がたくさんある日々です。 

佐藤祐一郎会員 花粉ひどいです！地区研修協議会、よろしくお願いいたします。 

八木 勉会員  桜の花も綺麗に咲いたので、何か良い事がないかなぁ～。と思いスマイルします。 

水野 茂会員  JC のゴルフで優勝したので久々に酒を飲まされ、つかれました。天気の良い日

で充実した楽しい一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

というようなことで、クラブはどんな風にすれ

ば上手く回っていくか意見を出し合いました。 

 多かった意見は「補助金を活用する」という

もので、補助金を活用して事業をすると皆で一

致団結して何かを達成する喜びが生まれる。 

 あとは、例会を充実させて、楽しくすること

や周年行事などもロータリアンになって良かっ

たと思えることである。 

 幾つか事例を聞いたのですが、鎌倉大船ロー

タリークラブではお寺で朗読会をやっているん

だそうです。プロの朗読をする人を呼んで、地

域の人を集めて行っているとのことでした。 

 三浦ロータリークラブでは芋掘り例会、バス

旅行、米山奨学生の実家を訪ねるなどでした。

また寒川ロータリークラブでは 3 年連続で地区

補助金を申請するそうです。 

 第 2 セッションでは会員増強について意見を

出し合いました。会員増強は核になる人がいる 

と良いそうで、たとえば医師の方や JC関係の 

  

人がいるとその人が色々な人を集めてくれる

など、やり易いそうです。しかし、変な人が核

になるとその変な人の取り巻きみたいな人が

どっと集まり、ロータリー全体がおかしくなる

という話もありました。 

 次年度会員増強を含め、皆様ご協力をよろし

くお願い致します。 

 


