
2003-2004年度　11 代（平成15年-16）
11‐1

（H 15） （H 16）

2003、7、3 （457回）

初例会

2003、8、28 （464回）

中西ガバナー　　公式訪問

2003、11、13 10周年リハーサル（八王子）

モーランRC子女交換事業 大人２名・子女６名来日

2003、7 ～ 2004、6 会長　吉野 賢治 幹事　星野 敦　

2003、7、31 （461回）

　　　　（1回目受入）　　　　　　　　（男子５名・女子１名）

　受入家庭・・杉本、井上、沼崎、小坂、安西

7/31～8/3相模湖花火大会見学（新井さんのビル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　田畑国際奉仕委員長

河口湖バーベキュー　モーランRC（新井さんの別荘）

2003、8、2 （462回）

2003、9、28 地区大会

10周年記念モニュメント除幕式（交流センター）

2003、10、23 （472回）

10周年リハーサル

2003、11、6 （474回）

星野会員製作　　　　　　　　\1,200,000

10周年フォーラム

2003、10、30 （473回）

中道志川トラスト協会会費　　\30,000

　　ガールスカウト　　　\100,000

10周年記念式典モーランRC ８名（11/13～11/16）

2003、11、14 （475回）

　　財団寄付　　　　　　\100,000

　　米山寄付　　　　　　\100,000　　　　　　

　　4町寄付金　      4×100,000 ＝ \400,000
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最終例会　　湯河原　ホテル東横

大阪国際大会６名参加

モーランRCとの交流・モーランRC8名

2004、6、27 （502回）

2004、5、14 津久井RCとの合同社会奉仕

4町地域作業所とRCの交流会　　湖月荘

2004、5、23～24

　　　　　　　　　　　　　津久井中央RC19名

2004、5、13～15

モーランRCホストによる3600地区 地区大会参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川・田畑

2004、3、13 IM　　相模原けやき会館　　　　　　　相模原東RC

2004、3、18 チャリティーボーリング

2004、4、25 地区協議会　　　　　　　　　相模女子大

2004、2、8 （485回）

合同例会（津久井RCと）　　いづみ

青少年交換学生ベン君（オーストラリア）歓迎会



2004-2005年度　12 代（平成16年-17）
12‐1

（H 16） （H 17）

初例会

2004、7 ～ 2005、6 会長　澤山 忠 幹事　杉本 信一　

2004、7、1 （503回）

2003～2004　交換留学生　ベン・ウォルトマン

　　　　　　　　　　　　7/3津久井RCより田畑家へ

2004、7、29 （508回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（オーストラリア）

2003、1、18～2004、1、14

　　　　　　　津久井RC 北島　 田畑　 星野　 澤山

1回目　2004、8、5～2004、8、8

職場訪問　　国会議事堂　フジテレビ見学

2004、10、7 （517回）

2004、10、24 （519回）

　　　　　　子女交換　モーランへ　７名（男3・女4）

　　　　 　　　同行・新井、窪田、佐藤、田畑、沼崎　5名

地区大会　　大磯プリンスホテル

2004、9,19 （515回）

藤野産業まつり　　タコ焼　売上\67,250

                      　　城山高校前花壇・看板代

　　　　　　　　　　　薬物乱用防止キャンペーン

ぬいぐるみ着用PR

新潟県中越地震義援金　\55,026 ガバナー会へ

2004、10、28 （520回）

松宮ガバナー 公式訪問

家族親睦会　　吉本演芸鑑賞　お台場散歩

2004、11、27 （524回）
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　　津久井中央RC　　　交通安全グッズの配布

交通安全フェスティバル　　相模湖ピクニックランド

　　津久井警察署・JAF・広域行政組合消防本部

　　相模湖町社会福祉協議会・たかはしレーシング

　　津久井署生安課　　ガールスカウト

　　神奈川県津久井地区総合センター

2005、4、24 （543回）

2005、4、7 （541回）

報告　　ガールスカウト52団へ \100,000 贈呈

2005、3、24 （539回）

チャリティーゴルフ　（津久井中央RC）　相模湖CC

2005、4、2 （540回）

津久井湖さくらまつり　 薬物乱用防止キャンペーン

2005、1、27 （531回）

スマトラ沖地震　津波災害への寄付金　\54,706

2005、2、24 （536回）

チャリティーボ^リング　　オークション

　　　　　　　　　　　　　　　　　25名参加

年次総会　　　　八百辰

モーランRCとWCS事業　　

               独居老人への援助　\200,000

2005、1、13 （528回）

合同例会　　　　いづみ

 　ベン・ウォルトマン君を送る会

2005、1、14 ベン 帰国

2004、12、18、（527回）
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2005、5、15 地区協議会

2005、6、15 モーランRC18代19代会長離就任式　6/14～6/16

2005、6、26 （552回）

最終例会　　　石和　　ビューホテル

2005、5、12 （545回）

城山高校前にふれあい花壇設置

　　　　　　　　沼崎 ・ 山崎（敏）

　　　　　　　　小川 ・ 加藤（棋） ・ 佐藤 ・ 田部井 



2005-2006年度　13 代（平成17年-18）
13-1.

（H 17） （H 18）

2005、7 ～ 2006、6 会長　小川 洋一 幹事　沼崎 善充　

2回目　子女交換　モーランRCより来日

2005、7、28 ～ 7、31

義援金

ガールスカウト　　\100,000

2005、9、22 （563回）

初例会

2005、7、29（556回）

モーランRC歓迎例会　　　　山咲

　　　　　　子供12名（男7・女5）・大人4名・通訳1名

アメリカ ニューオリンズ ハリケーン（カティりーナ）　　

2005、9、8 （561回）

2005、7、7（553回）

2005、10、2 （564回）

2005、10、27（568回）

2005、11、18 （570回）

津久井RC40周年記念例会　津久井文化福祉会館

2005、11、2 モーランRCとの姉妹クラブ調印式　　2回目

　　　　11/2～11/5　10名で行く

　　　　　　　　　　　薬物乱用防止キャンペーン

仲田ガバナー　公式訪問

地区大会　　　鎌倉由比が浜高等学校

中道志川トラスト運動～1999年より毎年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20,000/年）

2005、10、23 藤野産業まつり　　タコ焼　　お好み焼き

　　　　提携期間2005、11、2～2008、11、2 　



13-2.

2006、5、14 地区協議会　　　　塚原さんにゴチ

理事会報告　　インドネシア義捐金　\20,000

　　　城山高校インターハイバレーボール部出場 寄付

2006、6、15 （597回）

2006、3、23 （586回）

職場訪問　　東尾垂の湯

2006、4、6 （588回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津久井湖GC

ミャンマーの子供推進プロジェクトに\30,000寄付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（AMDA）

2006、3、8 （584回）

チャリティーゴルフ　相模原東クラブ対抗戦

　　　　　　　　　　　　\76,409チャリティー基金へ

年次総会　　　　　八百辰

米山梅吉記念館訪問-沼津漁港-

2006、2、19 （581回）

　　　　　　　　　　　　　\50,000チャリティー基金へ

IM　　千寿閣　　　相模原RC

2006、3、4 （583回）

チャリティーボーリング　　オークション

2006、2、27 （582回）

　　　　　　　　　　　　　　　-御殿場アウトレット

2005、12、22 （575回）

2005、11、24 （571回）

佐々木氏　入会
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2006、6、25 （599回）

最終例会　　　　石和　　糸柳　

2006、6、16～17

モーランRCと子女交換の打合せをしにモーランRCへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本・佐藤・田畑



2006-2007年度　14 代（平成18年-19）
14-1.

（H 18） （H 19）

2006、7、21～24

2006、7 ～ 2007、6 会長　塚原 敦夫 幹事　田畑 和久　

初例会

2006、7、6 （600回）

相模原　柴胡RC　チャーターナイト

藤野産業まつり　　おでん　薬物乱用防止キャンペーン

　　　　　　　　　　　フリーマーケット～\84,200

                               　　　　　   沼崎委員長

2006、9、17 （610回）

2回目　子女交換　モーランRCへ　5名（男2・女3）

　　　　　　金井・加藤（祺一）・加藤（正雄）・佐藤

西田ガバナー　　公式訪問　　

　　　　　　沼崎・塚原・久保

地区大会　　　箱根富士屋ホテル　座間中央RC

2006、10、29 （615回）

2006、11、2 （616回）

　　　　　　　　　　センチュリー相模大野

2006、11、12 （618回）

2006、12、22 （622回）

2006、11、16 城山花壇 球根代　\40,000援助

2007、2、3 （626回）

2007、2、22 （629回）

2007、3、8 （631回）

年次総会　　　　八百辰

IM　　　相模湖交流センター　津久井RC

チャリティーゴルフ（津久井中央）　　　相模湖CC

ガールスカウト52団へ寄付金贈呈　\100,000
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最終例会　　　石和　　常磐ホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　サオトンチャイ学校

米山奨学生 バルジニヤム・バトゾリタ君　来訪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　通称　「バト」

2007、4～

2007、6、24 （646回）

2007、5、13（日）地区協議会

2007、5、25～30 （6日間）

タイの子供たちに そろばん・文具を届ける　奨学金

2007、5、17 （640回）

斎木氏　入会

　　　　タイ、シーサケット県サオトンチャイ村

　　　　　　　　　　　　　塚原 ・ 久保 ・ 田畑

2007、6、14（644）

2007、4、19 （637回）

チャリティーボーリング　　オークション　　売上\63,000

一部を能登地震災害へ寄付

2007、3、29 （634回）

GSE クラブ来訪　5名　　（ブラジル）合同例会



2007-2008年度　15 代（平成19年-20）
15-1.

（H 19） （H 20）

2007.7 ～2008、6 会長　小坂 義和

　　　　　　　　　　　　佐々木道他カウンセラー

2007、7、26 （650回）

モーランRCの訪問　モーランRCの都合で中止

2007、10、17 モーランRC　20周年記念事業

井上・小川・小坂・佐藤・田畑・山崎（敏）6名

小佐野ガバナー　　公式訪問

幹事　井上 誠　

初例会

　　　　　　　　　モノマネ芸人　チャッピー

バト君来訪　　　　

2007、12、22 （670回）

年次総会　　　　八百辰

ゲスト - バルジニアム・バトゾリック（バト）

2007、7、19 （649回）

藤野産業まつり　　バザー　 売上　\45,150

2007、10、28 （663回）　　

　　　　　　　　　　　薬物乱用防止キャンペーン

家族親睦会　　日本閣　44名参加　　沼崎委員長

2007、11、22 （666回）

2007、7、5 （647回）

2007、7、12 （648回）

小山（里）　入会　　初の女性会員

山咲

2007、10、25 （662回）

チャリティーボーリング

バト君　送別会

バト君　　卓話

2008、2、28 （678回）

2008、3、13 （680回）



15-2.

マッチング・グラントでお世話になった

　　　　　　　　アルチャナさん、松本さん来訪

最終例会　　　石和　　緑水亭　やまぶき

2008、5、18 地区協議会　　　相洋高校

2008、6、11 （691回）

チャリティーゴルフ大会　　東クラブ、柴胡RC

2008、6、8 （693回）

2008、4、12 （683回）

地区大会　　　横須賀芸術劇場

2008、4、5 （682回）

薬物乱用防止キャンペーン・交通安全キャンペーン

IM　　千寿閣　　　　　　相模原南RC

2008、3、22 （681回）

津久井湖さくらまつり　
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