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
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

小こ
八木 勉会長
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井上

会長挨拶

会長

八木

勉会長

水野

津久井商工会館 2F
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042-780-0201
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042-850-4830
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12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp

勉会長

斉唱 君が代 四つのテスト

幹事報告

７月 21 日のガバナー訪問、幹事をはじめ皆様
方のお陰で無事に終了することができました。
また 30 日高尾山の納涼家族例会には多数の方
に出席して頂きまして、盛大に行う事ができま
した。ありがとうございました。
そんな中、この津久井という地域を世界にま
で知らせるような大事件が起こりました。
7 月 26 日の未明、津久井やまゆり園という施
設において発生した 19 名の死亡、26 名が重軽傷
という大変凶悪な殺傷事件、毎日の報道で皆さ
んもよくおわかりだと思います。
障害を持ちながら一生懸命に生きている人達
が一時間余りの短い時間で次々に命を奪われる
という本当に信じ難い事件であり、ご家族の悲
しみはどれほどだろうと思います。亡くなられ
た方々のご冥福をお祈りします。
津久井という名前が世界にまで知られるな
ら、いいニュースで発信されたかったですね。
今日はこの後、各委員会の委員長さんに今年
度の方針をお話頂きたいと思います。また幹事
の方から少年野球についての説明もしますので
よろしくお願いします。

【出席報告者

相模原市緑区中野 1029
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旭 SAA

八木

事務所・例会場

高橋幸一幹事

週報受領
相模原 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
ガバナー月信 №13
ガバナー月信 №2
地区便覧
ロータリーの友事務所
ロータリーの友 8 月号
相模原南 RC
第 29 回薪能（たきぎのう）案内通知、招待券
相模原南 RC 相模原大野 RC
例会変更通知
相模原東 RC 相模原グリーン RC
活動計画書
その他の受領書類
相模原国際化推進委員会
カナダ・トレイル市との友好都市提携の解消
通知
神奈川県障害者自立生活支援センター
「障害者理解促進研修説明会」開催案内

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

17

15

14

1

93.33％

93.33％

本日欠席者

山﨑会員

前々回修正出席率

92.86％

橋本七夕祭りが明日から３日間開催されます
が、相模原橋本 RC が END POLIO NOW の募
金活動を行なうそうです。グループ内の各クラ
ブの皆さんに遊びに来て頂き、お手伝いをお願
いできればとのことですので、お立ち寄り下さ
るようお願い致します。

ゲスト紹介
栗原 大 様
緑区少年野球連盟学童部会長

この度は、ご挨拶の機会を頂きましてありが
とうございます。そして津久井中央ロータリー
クラブの八木会長を始め、メンバーの皆様方に
は日頃から緑区の少年野球に深いご理解を頂い
ておりますことに心から感謝とお礼を申し上げ
ます。
更に 8 月 20 日にはロータリークラブ杯の大会
を素晴らしい相模原球場で開催をして頂くこと
になり、子供達にとりましても一生の深い思い
出になる嬉しい機会を与えて頂きまして、重ね
てお礼を申し上げます。
開催に当たりまして皆様方にはご苦労をお掛
けすると思いますが、宜しくお願い致します。
相模原球場につきましては当日 7 時 30 分より
の開場を依頼し、私共のスタッフも駆けつけ準
備をさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

前年度会長・幹事前役員章贈呈

各委員会今年度方針説明
小山里枝社会奉仕委員長
事業計画として障害者施設主催 100 人運動会
への参加を予定しています。また高齢者を交え
た交流会の実行も考えています。認知症予防や
生活習慣病の予防や未病に関してできる具体
的な案を委員の中で考えて活動に結び付けた
いと思います。
沼崎善充国際奉仕委員長
今年度の世界大会はアトランタで 6/14～
6/17 の日程です。相模原南 RC の大谷さんが世
界大会の地区委員長ですので、皆様にお誘いが
あるとい思います。
また、モーラン RC との姉妹クラブ締結の更
新期限 3 年目を迎えます。継続も含めてこれか
ら先どういう方向がベストかを皆さんと意見
交換しながら考えて、活動をして行きたいと思
います。
杉本信一青少年奉仕委員長
今年度は何年も続いている少年野球大会の
大イベント、地区補助金を活用しての野球教室
及び大会の企画ができました。
8 月 20 日のサーティーフォー球場での野球
教室と大会にご協力よろしくお願いします。
森田正紀ロータリー財団委員長
今年度ロータリー財団が 100 周年を迎え、地
区大会で記念行事が開催されるにあたり、その
分の予算の負担があるようです。
毎年財団への寄付金の目標がありますが、強
制的にしなくてよいとのことで、クラブでも無
理に目標達成ではなく、今まで通りで行きたい
と思います。
今年度は地区補助金事業の少年野球大会を
企画しましたが、今年度から財団委員長が地区
補助金事業について積極的に提案し、委員会と
連携して企画するという方針になりましたの
で、次年度どうするかを検討していきたいと思
います。
吉野賢治米山奨学会委員長
国際奨学事業というのは留学生の支援によ
り未来に向かって平和の懸け橋になる奉仕活
動です。
2014～2015 年度は地区として全国 6 番目
の寄付額 14 億円を 6 年ぶりに突破したそうで
す。今年度は地区で 25 名の留学生が対象にな
るそうですが、引き続き会員の理解を頂き、目
標額 2 万円に努めていきたいと思います。

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』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
津久井中央 RC
八木 勉会員
暑い日が続いておりますが、気合いを入れてがんばりましょう。
高橋幸一会員
栗原さん、ようこそお越し下さいました。少年野球まで 3 週間を切りました。
皆様、当日まで、そして当日もよろしくお願いします。
井上 旭会員
栗原会長、ご多忙の中ようこそお越し下さいました。20 日の少年野球宜しくお
願いします。
先週 30 日の家族例会は格別楽しい例会でした。親睦例会の楽しさ、また味わい
たいです。吉野さん、森田さんありがとうございました。感謝！
小川洋一会員
先般の納涼家族例会には多勢の皆様に参加していただき、大変ありがとうござい
ました。あらためて感謝とお礼を申し上げます。
（山﨑親睦委員長になりかわり）
又、設営に当り、津久井観光協会の吉野さん、森田さんにはたいへんお世話にな
りました。ありがとうございました。
小山里枝会員
何となくおまんじゅう持参しました。暑中お見舞ということで。^_^
栗原様、お暑いところようこそお越し下さいました。8 月 20 日よろしくお願い
いたします。子どもたちに会えることを楽しみにして参ります。
沼崎善充会員
水野がうるさいのでスマイルします。
杉本君の BMW がこわれました～修理代が俺の車の 10 倍の費用がかかるそうで
す！田畑君がゴルフでまた 50 回たたいたそうです。二人共ごしゅうしょうさま
です。漢字が書けなくてひらがなばかりで水野君ゴメンナサイ！！
具 尚禮会員
高尾山では子供までありがとうございました。すこしだけ筋肉痛になりましたが
子供にとってすてきな夏休みの思い出になりました。
吉野賢治会員
お暑うございます。スマイル委員長の水野さんの一声に！
森田正紀会員
栗原様、野球大会宜しくお願い致します。
（野球大会ガンバリましょう！）
田畑和久会員
暑いのでスマイルしましょう。
渋谷の事務所と歌舞伎町の飲み歩きは暑中の為、開店休業…
杉本信一会員
高尾山ビアガーデン、家族で出席させていただき、ありがとうございました。
孫、壱信君、花火と具さんの子供と遊んで最高のようでした。
前沢弘之会員
栗原さん、ようこそお越し下さいました。少年野球大会よろしくお願い致します。
猛暑の中の大渋滞…の中をとうとうたどり着けなかった人がいる。
水野 茂会員
先月は例会を休みましたのでスマイルします。小山さん、おまんじゅうありがと
うございました。
今回の例会は全員スマイルを頂きました。本当にご協力ありがとうございまし
た。

