
創立からの年度別　活動詳細-10

16-1.

（H 20） （H 21）

2008、7、3 （694回）

藤野ふる里まつり　　おでん　　焼き芋

2008、10、26 （710回）

山地ガバナー　訪問

　　　　　　　　　　　　15チーム　　予算　\150,000

この年度より後援　

　　　　　　　始球式～佐藤会長 大暴投　左70度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっぱい残る

津久井少年野球連盟新人戦開会式　4名出席2008、10、11

　　　　　　　　　　　　　薬物乱用防止キャンペーン

交通安全看板設置

2008、10、23 （709回）

花壇の花植え～地区補助金おりる　　2,000ドル

米山梅吉記念館　　　　　　　　沢山委員長

地区大会　　　　大磯プリンスホテル

2008、10、5 （707回）

2008、7 ～ 2009、6 会長　佐藤 祐一郎 幹事　新井 捷冶　

2008、7、24 （697回）

ガールスカウト52団 発団23年経ったが廃団

山本会員　再入会

2008、8、21 （700回）

初例会

ガールスカウトより感謝状もらう　　　　　　（2009、3）

モーランRCへ　　小川 ・ 佐藤

2008、8、30～9、1

2008、9、28 （705回）



16-2.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナRC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ネパール）

2009、4、26 地区協議会　　　9名参加

2009、6、3 ～ 6、5 モーランＲＣ会長　離就任式　　

　　　　　　　小川・沼崎・山崎（敏）尾形・佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ネパール）

2009、3、14 （728回） ＩＭ　　　千寿閣　　　　　　相模原中ＲＣ

2009、4、15 （732回） チャリティーゴルフ　　東ＲＣ・柴胡ＲＣ　津久井湖GC

2009、6、27 （741回） 最終例会　　　石和　　京水荘

　　アルチャナ（ネパール）さん　　　　　　津久井中央RC

　　ルーザー支援友の会の松本さん　　　モーランRC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナRC

2009、3、5 （726回） チャリティーボーリング

マッチンググラント

ミシンを送る

2008、11、30 （715回）

　　　　　　　　提携期間　2008、11、2～2011、11、2

年次総会　　　山咲

2008、12、22 （717回）

姉妹クラブ調印式（3回目）　　モーランより4名来訪

　　　　　　　　　　　　　　総勢81～82名

15周年記念例会　　京王プラザ　吉野実行委員長



2009-2010年度　17 代（平成21年-22）

（H 21） （H 22）

2009、7 ～ 2010、6 会長　尾形 候夫　 幹事　久保 悟　　

初例会

2009、7、2 （742回）

2009、10、8 台風の為、休会

2009、10、10 少年野球大会　始球式　　尾形会長 暴投 

　　　　　　　　　　売上150円×100杯=15,000円

　　　　　　　　　　支出　材料　　　32,000       計

　　　　　　　　　　　　　（佐藤さんに続き2回目）

地区大会　　　大磯プリンスホテル　　秦野中ＲＣ

津久井中央ロータリー杯争奪戦

2009、10、11 （755回）

奥津ガバナー　　公式訪問

2009、7、30 （746回）

2009、8、6 （747回）

3回目 モーラン子女交換合同例会　青根いやしの湯

8、5～8、8　ディズニーランド・フジテレビ見学

大人3名・子供10名

2009、10、25 （757回）

藤野ふる里まつり　　モツ煮　交通安全キャンペーン

　　　　 　　　　　　　　 薬物乱用防止キャンペーン

2009、9、3 （750回）

通常例会　　　　大原屋

2009、12、26 （765回）

職場訪問　　　川崎大師　　平和島ポートピア

　　　　　　　　　　　　　 出店費　　 4,000　　36,000円

年次総会　　　　八百辰

2010、2、20 （771回）
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ＩＭ　　　千寿閣　　　　　　　　　　　　相模湖西ＲＣ

モーランＲＣ離就任式　　　小川～パスポートぎれ

2010、6、6～6、9

2010、6、26 最終例会　　　　石和ビューホテル

2010、3、20 （776回）

2010、4、25 地区協議会　　　　神奈川工科大学

チャリティーゴルフ　　　メープルポイントGC　

　　　　　　　　　　相模原東ＲＣ・柴胡ＲＣ　合計31名

2010、3、18 （775回）



2010-2011年度　18 代（平成22年-23）
18‐1.

（H 22） （H 23）

2011、2、12～2、14

モーランＲＣへ　キムチ作り　　塚原・沼崎・佐藤（夫人）

帰国日雪で大変でした。 　小山・金井・小川（2名）

　吉野（2名）

賀詞交換会　　　大原屋

後藤ガバナー　　公式訪問

2010、12、4～12、6

沼崎・小川でモーランＲＣへキムチ作りの打合せ

2010、12、18 （811回）

年次総会　　　大原屋

2011、1、13 （812回）

2010、12、2 （808回）

職場訪問　　　日本理化学工業　　吉野委員長

　　　バザー　　　　　 薬物乱用防止キャンペーン

2010、11、4 （804回）

2010、11、3 少年野球大会 津久井中央ロータリー杯

会長、3年ぶりのストレート

金井・塚原・澤山・田畑・森田　　　寄付金の贈呈

藤野ふる里まつり　　もつ煮　　　

前沢 入会

2010、10、7 （800回）

通常例会

地区大会　　大磯プリンスホテル　大和中ＲＣ

2010、10、31 （803回）

2010、7、1 （788回）

初例会　　　　森田・関 入会

2010、7、8 （789回）

2010、10、17 （802回）

2010、7 ～ 2011、6 会長　金井 順一　 幹事　塚原 敦夫　　



18‐2.

4月5日締切　東日本大震災義援金　\500,000

                               （チャリティー・スマイル）

2011、4、17 地区協議会　　　　　東海大学（伊勢原）　　　

2011、3、12 （821）

ＩＭ　　（東日本大震災のため中止 3/11）



2011-2012年度　19 代（平成23年-24）
19‐1.

（H 23） （H 24）

藤野ふる里まつり　　豚汁・うどん

　　ロータリー財団寄付優秀クラブ　4位

モーランＲＣ　姉妹クラブ締結　　7名　4回目

　　　　　　　　　　　　 薬物乱用防止キャンペーン

2011、7 ～ 2012、6 会長　沼崎 善充　 幹事　八木 勉　　

森ガバナー　　公式訪問

　　石和　　京水荘

2011、8、25 （840回）

2011、9、8 （842回）

家族例会　　高尾山 ビア・マウント　1,000ドルの夜景

2011、7、3 （834回）

津久井中央ＲＣ　　離就任式

2011、7、28 （837回）

水野会員 入会

バザー売上 \114,296　　利益 \75296

津久井中央ロータリークラブ杯　始球式

　　　　　　　　　　　　　　　\50,000寄付

2011、11、2 ～ 11、4

　　沼崎・小川・八木・山崎・佐藤・水野・三田

　　　　　　提携期間　2011、11、2～2014、11、2

三田会員 入会

2011、9、22 （844回）

2011、10、16 （847回）

地区大会　　よこすか芸術劇場　リキュール横須賀

2011、10、23 （849回）

2011、10、6 （846回）

チャリティーゴルフ　　　　相模湖ＣＣ

　　相模原東ＲＣ　柴胡ＲＣ　中ＲＣ　3クラブ合同



19‐2.

2012、6、23 （879回）

最終例会　　　石和　　京水荘

2012、6、3 ～ 6、6

モーランＲＣ会長 離就任式

　　小川・田畑・沼崎・八木・佐藤・水野　6名

2012、3、29 （868回）

職場訪問　　　なごみの里

2012、4、22 地区協議会　　　　湘南工科大学

2011、12、22 （856回）

年次総会　　　八百辰

2012、3、24 （867回）

ＩＭ　　　千寿閣　　　　　　　　　相模原北ＲＣ

2011、11、17 （851回）

タイ洪水被害の義援金 1,000/1人　\20,000寄付



2012-2013年度　20 代（平成24年-25）
20‐1.

（H 24） （H 25）

2012、8、23 （886回）

2012、8、10　　井上会長 ご逝去　　黙禱

2012、10、21 （894回）

地区大会　　　鎌倉プリンスホテル　　　鎌倉RC

　　　　　　 家族親睦バーベキュー大会：三井ボート場

そ

の

後

2012、10、28 （896回）

利益\28,100　募金\1,411

　 優勝・準優勝・3位・敢闘賞には練習用ボール

　 参加児童全員に エンピツ

城山グランド　　始球式は塚原会員

藤野ふる里まつり　　豚汁・バザー

薬物乱用防止キャンペーン

栗原大 緑区少年野球連盟会長へ　　寄付金贈呈

津久井中央ロータリークラブ杯 緑区少年野球大会

2012、10、6 （892回）

¥50,000

高橋会員　入会式

井上年度でやろう。対外的には沼崎前会長

2012、9、6 （888回）

2012、8、30 （887回）

菅原ガバナー　　公式訪問

2012、9、20 （890回）

2012、7、5 （880回）

2012、7 ～ 2013,6 会長　井上 誠　 幹事　小山 里枝　　

　沼崎 善充

初例会　　　　　井上会長欠席



20‐2.

2012、11、29 （900回）

2013、6、18 モーランRC会長離就任式　6名　　6/16～6/19

最終例会　　　石和　　　京水荘

2013、6、27 事務所移動　　　　大原屋　　　　津久井商工会

2013、6、22 （927回）

新入会員歓迎会　八百辰　高橋・水野・山口事務員

2013、4、21 地区協議会　　　　麻布大学

100％全員の寄付　　100ドルクリア　2つの償もらった

浅草寺～スカイツリー見学～築地すし三昧（奥の院）

2013、3、17 （915回）

IM　　　　　千寿閣　　　　　　　　相模原グリーンRC

2013、4、4 （917回）

2012、12、22 （904回）

年次総会　　　八百辰

2013、1、5 （905）

職場訪問　　三保ヶ関部屋 ～ ちゃんこ料理

IM PR　　　　相模原グリーン

20周年　クラブフォーラム

2012、12、6 （901回）
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