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手に手つないで

小川洋一さん、串川地域小さな拠点活用検討協
議会代表の前沢弘之さんにご意見を頂きなが
ら、パネルディスカッションを行います。
構想としてリニア中央新幹線の駅を作り、里
山駅と仮称を付けました。ビルなども作りまし
た。あくまでも我々の希望であって、皆さんが
それを望むかどうかは別として、長寿の町とし
てやっていこうという事、それともう１つ、桜
をもっと植えて有名な場所にするなど、色々な
委員会活動が将来的にすべて合致できるような
仕組みにしております。
津久井の魅力、里山はこういうものだという
紹介をするディスカッションの場とさせて頂き
たいと思いますので、ぜひご参加下さいますよ
うよろしくお願い致します。

森田正紀会長

皆さん、改めましてあけましておめでとうご
ざいます。中村さん、いつもありがとうござい
ます。
先週は合同新年会お疲れ様でした。大変盛り
上がる新年会となりました。
一昨日、会長幹事会が行われました。今回は
当クラブが担当致しまして、城山の「やな川」
で開催しましたが、皆さんからの評判もよく盛
り上がる中で行うことができました。
ガバナー月信の今月号に第 5 グループが掲載
されていまして、当クラブは 13 ページに載っ
ています。内容につきましては幹事が考えて下
さいました。ぜひご覧下さい。
今日は皆さんに葉書をお配りしましたが、当
クラブから 2 名のパネリストが出るシンポジウ
ムについてお話したいと思います。
2 月 1 日、津久井中央公民館で｢人と里山が共
存したまちづくり｣というシンポジウムが開催
されます。以前津久井町だった時に「水源文化
都市構想」という構想がありましたが、それが
バブル崩壊と同時に無くなりました。
今、圏央道相模原 IC ができ、今後リニアも
通ることからそれを復活しようということで、
商工会を中心に昨年、｢次世代まちづくり構想委
員会｣が発足しました。ドローンで津久井の 8
ヵ所の映像を空撮しまして、その映像で今の津
久井や構想を紹介します。
コーディネーターに相模原協同病院の高野靖
悟病院長、パネラーに当クラブの中野財産区の

【出席報告者

幹

幹事報告 杉本信一幹
事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
2018‐19 年度実施プロジェクト向け
「第 2 回地区補助金説明会」案内
2020－21 年度ガバナー・ノミニー確定宣言
姉妹クラブ・友好クラブアンケート依頼
下半期人頭分担金送金依頼
「地区便覧」作成のためのアンケート
日本人親善朝食会案内
青少年交換学生のための日本語講師紹介／
推薦依頼
1 月のロータリーレート 1 ドル＝114 円
ガバナー月信 №7

山﨑和彦委員長】

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

16

13

3

81.25％

75.00％

本日欠席者

八木会員、具会員、松本会員

前々回修正出席率

81.25％

米山記念奨学会
米山功労者感謝状
ハイライトよねやま 214 号
その他の受領書類
津久井青年会所
新年賀詞交歓会開催案内

ゲスト紹介
中村辰雄

様

相模原南 RC

米山功労者表彰
佐藤祐一郎
山﨑 和彦

会員
会員

第4回
第2回

委員会報告
吉野賢治社会奉仕委員長
津久井せんべい本舗 藤本都
お手元に桜植樹の資料をお配りしましたが、
子様
昨日桜の苗木が届きまして、公園協会の方で預
って頂いております。
中野小学校、根小屋小学校の生徒さん、竹の
子作業所の利用者、職員の方々に参加して頂く
ということで、すべて了解を頂いています。
事業を行う日程は 2 月 11 日から 13 日にかけ

てですが、11 日は根小屋小学校の生徒さんに展
望道路周辺にソメイヨシノ 26 本、観光センタ
ー周辺にしだれさくら 2 本を植樹してもらいま
す。植樹にあたり 1000 本桜の会に協力して頂
きまして 27 日に仮掘りを行い、11 日に生徒さ
ん達が楽に植樹できる状態にしておきます。ま
た危険な箇所につきましても、確認をします。
また 12 日は中野山の方に植樹をしますが、
山林管理委員会さんにご協力頂きまして、山の
上の方は先に植えてしまいます。中野小学校の
生徒さんにつきましては山に登るまでの平ら
な所に植樹してもらいます。
中野小学校から小学校の庭にも植樹したい
との要望がありましたので、中野山に植える分
から何本か用意したいと思います。
流れとしまして、11 日は皆さんに 9 時に集合
して頂きまして、その後作業を開始し、11 時
30 分から式典を行います。この時に必要なもの
は予算の中から用意しておきます。12 日は中野
山の整備ということで、山林管理委員会さんに
やって頂きます。
13 日は中野小学校の生徒さんに 1000 本桜の
会副会長の小沢さんから中野山の説明をして
頂いた後、植樹をしてもらいます。6 年生約 80
名を 3 班に分けて行う予定です。
11 日の式典につきまして、根小屋小学校、竹
の子作業所、中野小学校それぞれの参加人数は
今月末までに把握するようにします。
式典の内容ですが、会長挨拶、来賓があれば
来賓挨拶、花の苑地の 1 箇所に記念植樹、最後
に根小屋小学校の生徒さんから参加者代表の
感想、記念品の贈呈というように考えておりま
す。
記念品は緑区のキャラクター・ミウルのキー
ホルダーとシャープペンです。津久井中央ロー
タリ－クラブ植樹記念の名入れをして箱入り
で用意します。
お茶、弁当については松葉商店さんと観光セ
ンターにお願いします。今月末に人数が把握で
きましたら手配をします。スコップや軍手につ
きましても用意をしておきます。

スマイル委員会

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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会 水野 茂委員長
相模原南 RC
中村辰雄様
あけましておめでとうございます。相模原の親を差しおいて、大好きな津久井の里
へまいりました。今年もよろしくお願い致します。
津久井中央 RC
森田正紀会員

皆様、あけましておめでとうございます。あと半期宜しくお願い致します。
中村様、ようこそいらっしゃいました。今年も宜しくお願い致します。
残りの事業皆様、頑張りましょう！
杉本信一会員
先日の合同例会ご苦労様でした。これからの行事、4 月 17 日 5 グループのゴルフ
コンペ、2 月 11,12,13 日、桜の植樹です。日程のほど、皆さんお願いします。
沼崎善充会員
あけましておめでとうございます。今年もヨロシクお願いします。正月そうそう
おみくじ大吉を引いてしまい、大変な思いをしました。顔がはれてカゼも引いて、
仕事も休めずに、とにかくガンバリます。
PS. 杉本君、毎度ありがとうございます。中村さん、あけましておめでとうござ
います。
小川洋一会員
沼ちゃん、顔のハレはなおりましたか。悪い病気でなくてよかったです。
皆さま、今年もよろしくお願い致します。
田畑和久会員
皆様、おくればせながら、良い新年をおむかえになられましたでしょうか？
本年も宜しくお願いします。
前沢弘之会員
昨日も飲みすぎて、食べすぎてしまいました。何だか、どんどん体が重くなって、
頭が軽くなるような気がします。
高橋幸一会員
中村様、ようこそお越し下さいました。
“さくら植樹事業”成功しますように!!
小山里枝会員
◆労働基準監督署に行ってきました。ドキドキでした。注意されましたが、対応
は即 OK だと思います。ホッ。遅れてすみません。
◆中村さん、今年こそ本会員？！
◆花粉症でセキがひどく、ツライ毎日です。
水野 茂会員
今年も元気にスマイルします。
吉野賢治会員
新年会でお会いしてない皆様、本年もよろしくお願いします。
かぜがはやっている様です。気をつけましょう。
佐藤祐一郎会員 中村さん、ようこそ。今年も宜しく御願い申し上げます。
小川さん、
「たくわん」ありがとうございます。においます！
井上 旭会員
寒さのためか、六間神経痛で夜も熟睡できず、気分が晴れません。
山﨑和彦会員
中村さん、ようこそ。今年もよろしくお願いします。
皆さん、今年も元気にスマイルをお願いします。

