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 1070 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

皆さん、こんにちは。佐藤ガバナー補佐、本
日はお越し下さいましてありがとうございま
す。2 週間後のガバナー訪問に向けて、色々ご指
導頂ければありがたく思います。後ほどよろし
くお願い致します。
会長挨拶として何を話そうか色々と考えてき
たことを少しお話ししたいと思います。
6 月 5 日に千葉県の幕張海浜公園でレッドブル
ーエアレース千葉 2016 の決勝が行われました。
唯一の日本人パイロットとして参戦した室屋選
手が、決勝ファイナル 4 において好タイムをた
たき出して見事初優勝を飾りました。
室屋選手は小学生の時から、アニメ[機動戦士
ガンダム]のパイロット「アムロ・レイ」になり
たいと思っていたそうです。1993 年大学 2 年だ
った 20 歳の頃、アルバイトで貯めた資金を手に
単身渡米、英語ができず頼る伝手もない中、ロ
サンゼルスで飛行訓練を開始し悲願だった操縦
士の資格を取得しました。
1995 年兵庫県で行われたエアロバティックス
の世界大会を観戦、世界最高峰の飛行技術に感
動し、操縦技術の世界一を目指すという夢を持

【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

ったそうです。
再びアメリカで訓練を積みますが、それから室
屋選手が世界一になるまで 20 年間に及ぶ道のり
は決して平坦なものではなかったそうです。
30 歳を目前に 3 千万円の借金をしてエアロバテ
ィックス機を購入、資金繰りに苦しみながらも多
くの人の助けを得て訓練を重ね、2009 年レッドブ
ルーエアレースのパイロットとしてスカウトされ
ました。その年にレッドブルーエアレース・ワー
ルドチャンピオンシップに正式参戦、それから７
年目に夢は現実のものになりました。
室屋選手は優勝後のインタビューでアムロ・レ
イに憧れていた頃の自分に何か伝えられるなら、
「思いや言葉というものは凄い力を持っている。
常に夢を思い続け、言い続けることによって実現
性を帯びてくる。妄想でもいいから言い続けるこ
と。
」というように話していました。
新年度 1 回目の例会ということで、私が皆さん
に伝えたいことは、この室屋選手のように何らか
の夢を持って頂きたい。そして夢に向かって頑張
るパワーをロータリーの活動にも注いで頂き、私
と共によりよい奉仕活動に繋げてもらえればと思
います。一年間よろしくお願い致します。

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

前々回修正出席率

17

14

10

4

71.43％

80.00％

100％

本日欠席者

田畑会員、森田会員、杉本会員、具会員

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
地区ホームページリニューアル案内通知
7 月のロータリーレート 1 ドル＝102 円
各ロータリークラブ 7/1 会員数問合せ
青少年交換学生募集案内
米山学友会主催クリーンキャンペーン開催
案内
危険ドラッグ・青少年交換学生募集ポスター
上半期人頭分担金送金依頼
財団室ニュース 7 月号
RI 日本事務局
2016 年規定審議会決定報告書・付属資料
米山記念奨学会
2016 年普通寄付金送金依頼
第 5 グループ幹事
6 月会長幹事会会計報告
相模原グリーン RC
ロータリーソングについてのアンケート
相模原橋本 RC
例会時間・曜日変更通知
今年度より木曜例会
第一週目・三週目の木曜日 → 18：00～
第二週目・四週目の木曜日 → 12：00～
第五週目 → 例会なし
相模原グリーン RC
例会変更
7 月 29 日（金）→ 点鐘 18：00
場所
ゼスト・コートサイド・クラブ
8 月 12 日(金) → 休会

ゲスト紹介
佐藤

忠

様

相模原東 RC

佐藤 忠ガバナー補佐 卓話
ソウル世界大会お礼
皆さん、こんにちは。相模原東ロータリーク
ラブの佐藤と申します。
28 年間のロータリー活動というのはあまり表
舞台に出ず、裏方に徹してやってきたつもりで
したが、年数を踏んだがためか私にガバナー補
佐の話が来ました。
私は 4 年前に 36 年間やってきました事業を
清算し、身が空いたところでしたので受けてし
まいました。昨年の 10 月から定期を買わなけれ
ばならない程、藤沢に通っております。
今回この活動計画書、こんなに早い時期に素
晴らしいものができあがり、私にも届いており
ます。この内容についても後ほど触れさせて頂
きます。
2 週間後のガバナー訪問についてですが、ガバ
ナー補佐の役について少し説明を致します。
第 2780 地区はクラブ数 65 クラブ、会員数が
2335 名、これが 9 グループに分布しており、ガ
バナー補佐が 9 人いるということです。
第 5 グループは相模原全域で 11 クラブ、会員
数は約 400 名、地区最大のグループです。
次に 2016－17 年度ジョン F・ジャーム RI 会長
のテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。
また今年はロータリー財団が 100 周年を迎えま
して、地区もそれに対して力を入れていますの
で、この件に関しては会長幹事会で提案をしな
がら皆さんに立案をして頂こうと思います
ガバナー補佐は地区はクラブのためにあるこ
とを主眼に、毎月ガバナー主催で開催されるガ
バナー補佐連絡会議の議事内容等を一週間内外
に会長幹事会において報告・伝達を致します。
会長・幹事はクラブに持ち帰り、例会にて会
員の皆さんに更に太いパイプで周知をお願いし
たいと思っています。これが地区からの情報が
入る唯一のルートです。

ガバナー補佐とクラブリーダーが効果的に
協力すれば、ロータリークラブが更に強くなる
と確信しております。
三年に一度の規定審議会が 2016 年 4 月 1 日
から 15 日アメリカのイリノイ州シカゴで開催
されました。100 ページ以上あると思われる決
定報告書がメールにて各クラブに送られてい
ると思います。またロータリーの友 6 月号の
16～19、及び 29 ページに規定審議会レポート
としてわかりやすく改正用紙が掲載されてい
ますので、目をお通し下さい。
既に 7 月 1 日から標準ロータリー定款は施行

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』

されており、世界の全てのロータリアンはそれに
基づいて同じ方向を向いてロータリー活動を行
ってほしいということです。この機会にクラブを
見つめ直し、変わりゆくロータリーを学び理解し
ましょう。
ロータリーはクラブが主体という原点に戻り、
中核的価値観、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リ
ーダーシップを理解し養い、いかにクラブを元気
で魅力あるものにし、活性化させることができる
か、柔軟性ある活動をしましょう。
一年間、よろしくお願い致します。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
相模原東 RC
佐藤 忠 様
新年度、早々の訪問で大変申し訳ありません。第５グループ一番乗りです。
7 月 21 日は佐野ガバナーの公式訪問日です。よろしくお願い申し上げます。
八木会長・高橋幹事 カジ取り、よろしくお願い申し上げます。
津久井中央 RC
八木 勉会員

佐藤ガバナー補佐、ようこそおこし下さいました。よろしくお願い致します。
長～い 1 年がはじまりました。みなさん、よろしくお願いします。
高橋幸一会員
佐藤ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。
最終例会、お土産ありがとうございました。浪江焼きそば、おいしく頂いたみた
いです。
（家族が…） また一年間宜しくお願いします。
佐藤祐一郎会員 佐藤ガバナー補佐、暑いところありがとうございます。
いよいよ新年度がはじまりました。1 年間宜しく御願い申し上げます。
小山里枝会員
新年度初日、佐藤忠ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。一年間、宜しく
お願い致します。八木会長、高橋幹事、私と水野さんのように仲良く頑張って下
さ～い。昨年度お世話になりました。一年前が遠い昔のように思えます。八木さ
ん！約 360 日後にはそうなりますよ～！きょうの CD はジャズピアニスト岸ミツ
アキさんの新譜です。これから一年丸く納まるようおまんじゅうを持ってきまし
た!! 水野さんに言われ…今年度、社会奉仕委員長のことを主人に話していない
ことに気付きました。近いうちに話して、協力していただこうと思います。
皆様、よろしくお願いします。
小川洋一会員
いよいよ今日から新年度です。佐藤ガバナー補佐、八木会長、高橋幹事、一年間
健康に気をつけてがんばって下さい。
井上 旭会員
佐藤ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。新年度初の例会が七夕の日に
当り、なにか良い事が津久井中央ロータリークラブに起りそうな気がします。
八木会長と共により楽しいクラブにみんなの力でしましょう。毎回全員の出席を
強く望みます。前回の南相馬の写真を忘れましたので、来週持って来ます。
山﨑和彦会員
佐藤ガバナー補佐、暑い中ありがとうございます。1 年間ご指導よろしくお願い
します。八木さん、高橋さん、いよいよ新年度が始まりましたね。無理せず適度
に頑張って下さい。
前沢弘之会員
佐藤ガバナー補佐、本日はありがとうございました。
先週は月曜に福島から帰り、木曜の夜に秋田・山形へ出発してしまい、3 日しか
働けませんでした。干上がる寸前のところ、沼崎さんのおかげで会費も払えそう
です。
水野 茂会員
佐藤ガバナー補佐、ようこそ。皆様、今年度スマイルを担当します。
全員参加でお願いします。

