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山崎和彦会長      
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司会 高橋幸一 SAA 会長  山崎和彦会長 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 

Ｅ-mail  tcr@club.email.ne.jp 

 

 

 

ロータリーの奉仕を人々と分かち合い、 

クラブをより強力なものとし、地域社会

でロータリーの存在感を高める 
 

国際ロータリー会長 

        ゲイリー C.K ホァン  

 

【出席報告者  小川洋一委員長】    

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 

18 14 12 2 85.71％ 100%     93.33％ 

本日欠席者  関会員、具会員  

 

会長挨拶 山崎和彦会長 
 

 

いければと考えています。 

 そうした中で、年度早々、来週の 10日には入会

式を予定しているわけですが、ご苦労していただ

きました会員の方々には、心より感謝を申しあげ

ます。 

 

2つ目は公共イメージと認知度向上であります。 

 佐藤祐一郎ガバナー補佐の話だったかと思いま

すが、インドでのライオンズは知っているが、ロ

ータリーは知らないというお話を聞きました。 

 私たちの地域やその周辺でもロータリーの活動

を知らない人たちがいます。そうした点からも、

地域作業所など障害者施設の方々や、青少年団体

との交流を図り、支援をしていきます。また、地

域のイベント等にも積極的に参加し、ロータリー

をアピールしていきたいと思います。 

 また 8 月には城南モーランロータリークラブと

の姉妹締結も予定されておりますし、子女交換で 8

名ほど来日されます。3月にはこちらがおもてなし

を頂きましたので、それ以上のおもてなしをした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

3つ目は、IMのホストクラブの運営であります。 

 本年度は、当クラブが IMのホストクラブであり 

 

 皆さん こんにちは 

中村さん、米山奨学生のチュー・イ―リンさん、 

本日はようこそおいでいただきました。 

 新年度、初の例会ということでありますので、

大変緊張しています。 

 まずもって、田畑前会長、森田前幹事には 1

年間ほんとうにご苦労様でした。 

 20 周年記念事業をはじめ、色々なご苦労に改

めて感謝と御礼、あわせて敬意を申し上げます。 

 いよいよ本日より、私が 1年間津久井中央 RC

の運営や活動に対して、責任をもって対処してい

くわけであります。 

 しかし 1 年間という長い間には多くの難題

や課題が出てくるかも知れません。その時は会員

の皆様方の英知と協力をいただき、事にあたって

いきたいと思います。 

ついては、今年度の会長方針として、大きく 3

点ほどあげさせていただきました。 

 

1つ目は、会員の増強であります。 

会員数が増えるという事は、クラブ運営や活動

において非常に大きな力になるわけであります。 

したがって、当面 20名以上になるよう頑張って 

 
 

 

 
     
 



 

 

                        
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村辰雄 様  相模原南 RC 

チュー・イ―リンさん 米山奨学生 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

幹事報告 前沢弘之幹事 

ビジター・ゲスト紹介 

 今年度幹事を務めます前沢です。よろしくお願い 

します。 

ロータリー関係受領書類  

 ガバナー事務所 

  財団奨学生募集案内 

  2014-15年度地区財団セミナー案内 

  地区奉仕プロジェクトセミナー開催案内 

  7月のロータリーレート 1ドル＝102円 

 財団室ニュース 7月号 

ロータリーの友事務所 

「ロータリーの友」電子版案内 

 ロータリーの友 7月号 

その他の受領書類 

 津久井やまびこ祭り実行委員会 

  「第 29回津久井やまびこ祭り」協賛依頼 

 

 

  

 

小川実行委員長を中心に全会員で最大の努力と

準備を図っていきたいと思います。 

 1年間盛りだくさんの事業予定があるわけです

が、これらを実践して行くためには、会員皆様の

協力が必要不可欠であります。重ねてではありま

すが、皆様方の絶大なるご指導とご協力をお願い

申し上げ、この 1年間会員の親睦を図りつつ、元

気に楽しく実践していけますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 子女交換の来日メンバーは子供 7 名、モーラ

ン RCメンバーが 4名の 11名で、通訳なしで来

るそうです。8/6の JAL90便、10：10着です。 

 まず 6 日、羽田空港へうちのメンバーがバス

で迎えに行きます。予定はフジテレビの見学（元

会員の新井氏に依頼）、昼食、買い物で、夕方 6

時頃にこちらに帰るようにしますので(津久井

商工会着)子供たちの夕食を受入れの各家庭に

お願いしたいと思います。 

モーラン RC の 4 名は橋本のホテル東横イン

に宿泊、夕食は橋本で食べるようにします。 

この日空港へ迎えに行くのは、水野、沼崎、

山崎、前沢の 4 名と津久井、城山のメンバーも

参加してもらいたいです。 

通訳は具さんと相模原 RC の米山奨学生にも

お願いできればと考えています。 

 7 日、ホームステイの子供たちは各家庭のメ

ンバーが、モーラン RC のメンバーは沼崎が連

れてくるということで、11：30集合です。 

ガバナー訪問と調印式があるので、内容と流

れについては再検討します。 

この日に合同夕食会を考えていましたが、そ

れを初日にすることにして、場所は山咲としま

す。 

8日は終日観光で子供達は富士急ハイランド、 

大人はゴルフ、夜は石和温泉泊まりです。 

 泊った場合、翌日バスは都内に行きますが、

帰りたい場合は相模湖インターで降ろします。

また、翌日だけ参加するなら、そこから乗車も

OKです。 

 9 日は石和を 8：30 に出発、都庁展望台、サ

ンメンバーにて昼食後、コリアンタウン散策、

あとは原宿にて買い物（自由時間 2時間予定）、

その後 17：30に羽田空港に送ります。 

 バスはまた津久井商工会に戻ります。（20：00

頃着予定） 

 8日、9日の出席者を決めて、宿泊の見積もり

を出したいので、メンバーの子供の出席確認も

お願いします。 

 8 日のゴルフですが、なるべく早い時間にし

てもらいたい。（9：30頃のスタート） 

 富士急ハイランドでは子供達にはフリーパス

を用意しますが、大人は入場料だけにします。 

 ホームステイに来る子供達は女の子が 5 人、

男の子が 2人の 7人で、こちらから行った時に

お世話になった家の子供たちです。 

一日目と 8、9日、メンバーの子供たちが参加

できるかどうかの確認を来週までにお願いしま

す。 

  

 

       

     

     

     

     

 

  

クラブフォーラム 

子女交換・姉妹クラブ調印式 

 

 

 



 

 

スマイル委員会 小川洋一委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 小川洋一委員長』 

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

相模原南 RC 

 中村辰雄 様  山崎新年度スタートのごあいさつに参りました。1年間頑張って下さい。 

         また先日の国際大会に出席した際撮ってまいりました「ビビット・シドニー2014」 

         3Dプロジェクションマッピングした大型光線を照射したオペラハウスです。 

津久井中央 RC         

佐藤祐一郎会員 いよいよ新年度はじまりました。 

        よい 1年となります様に皆でがんばりましょう 

        先日長女が読売新聞一面トップ記事でコメントしておりました。 

        中村さん ようこそいらっしゃいました。これからも度々おみえください。 

森田正紀会員  中村様本日はようこそ、昨年度は大変お世話になりました。 

        山崎会長、前沢幹事 本日よりですね！ 1年間ガンバッてください。 

小山里枝会員  新年度スタートですね。 山崎会長、前沢幹事、元気に仲良く宜しくお願いします。 

        がんばって下さーい！！！ 

        相模原南 RCより中村様、素晴らしいお写真をありがとうございます。 

 高橋幸一会員  中村様、ようこそ津久井中央へお越し下さいました。 

         今日から新年度のスタートですネ。 

         SAA として皆様にご指導、ご協力頂きながら、山崎年度も盛り上げていきたいと

思います。1年間、宜しくお願いします。 

 水野 茂会員  山崎会長、ご就任おめでとうございます。 

1年間休まずに出席してくれる事をお願いします。 

山崎和彦会員  田畑さん、森田さん、1年間ほんとうにご苦労様でした。 

        私ごとですが、1年間ご指導、ご協力をよろしくお願いします。 

 田畑和久会員  新会長、幹事の迷コンビぶり楽しみにしています。 

         今年度は 3回目の社会奉仕委員長です。 

         皆様の協力宜しくお願いします。 

前沢弘之会員  6月 26日から 29日まで、東北へ遊びに行ってきました。 

        そこで養った英気を、石和の最終例会で全部なくしてしまいました。（佐藤さんの 

        イビキはスゲーです） 

        とっ散らかりっぱなしの 1 年になりそうですが、どうか暖かい目で見守って下さ

い。 

小川洋一会員  今日は 26 年度初例会です。1 年間自分の役割を十分認識し、活力あるクラブ運営

を 

        めざしましょう。 

        特に山崎会長には宜しくお願い致します 

沼崎善充会員  山崎会長、前沢幹事 一年間ガンバッテ下さい。 

        山崎会長休まないように体に気をつけて～ 

        中村様 写真ありがとうございました。 

        ついでに田畑、森田様 一年間おつかれさまでした！！ 

        小川副会長も大変でしょうが、ヨロシクお願いします。 

杉本信一会員  山崎会長、前沢幹事 本年度ガンバリましょう。 

        66会コンペ 4年ぶりでしたが、優勝させていただき ありがとうございました。 

八木 勉会員  田畑前会長、森田前幹事 1年間ごくろう様でした。 

        山崎会長、前沢幹事 1年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


