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司会   杉本信一SAA  会長  前沢弘之会長  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 

会 長 前沢弘之   幹 事 井上 旭 

【 出席報告者 田畑和久委員長 】    

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 

16 16 15 1 93.75％ 80.00％ 75.00％ 

本日欠席者 山﨑会員  

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

師走に入ってしまいましたね。 

金沢さん、本日はよろしくお願いいたします。
また、本日は親クラブより北島さんがＩＭのＰＲ
にお越しです。楽しみにしております。 

さて、先週の池田さんのイニシエーションスピ
ーチ、とても素晴らしいものでしたね。あれを聞
きそこなった方は、大変残念でした。「ロータリ
ーという団体に入ったから奉仕する」のではな
く、「この世界に奉仕したい人が入るのがロータ
リーである」。だから、私たちの行動が結果的に
というか、必然的にというか、当たり前に奉仕活
動になっているのだという、まさに卓見を示され
て、私たちは目の覚める思いでしたね。そして、
「優しいロータリアンになりたい」と…。小川さ
んは、感動で鼻水が止まらなくなってしまったく
らいでした。 

それにひきかえ…。 

会長年度も半分が終わろうとしていて、今日の
例会後の指名委員会で次年度と次々年度の骨格
が定まるという時節で、私は、もうすっかり終わ
ったような気持ちになっていたのですが、こりゃ
いかん。せめてもう２，３カ月？は頑張らねばと、
気を引き締めた次第でした。 

さて、我がクラブは目出度く25歳となりました。 
当クラブは、津久井ロータリークラブをスポンサ
ークラブとして、記録によりますと、今から 25

年前の 1993 年 11 月 6日に創立総会を開催、同
月 22日がＲＩ加盟承認、そして 11月 25日に記
念すべき第 1 回例会が横浜銀行中野支店の会議室
にて開催されました。積み重ねた例会数は、今日
で 1166 回です（私に何か日常的でないことで
     

     

     

     

     

     

     

     

     

1166 回もやったものがあるかと考えてみました
が、情けないことに飲み会ぐらいしか思いつきま
せんでした）。親クラブは、一昨年創立 50 周年を
迎えられていますので、計算してみると、私たち
は 27 歳の時の子供ということになります。（そろ
そろ孫が欲しいなんて言われたら、どうしましょ
う） 

ところで、私は 2010年の入会ですから、勿論創
立当時のことは知りません。今申し上げたことは、
全て小川さんが 3年前に作って下さった「22年間
のあゆみ」という記録と記念誌などから引っぱっ
たものです。こういうことって（沿革の概略は毎
年の活動計画書に記載しますが）、記録がないと分
からなくなってしまいますね。その意味で、記録
というのは、面倒ですが大事です。そして、その
小川さんの記録は、週報をもとにしたものですよ
ね。小川さんは 1000号以上の週報全てに目を通し
て、これをまとめて下さったわけです。だから、
週報は忙しいけれど、大事ですね。 

余談ですが、今、当クラブでも週報はメール配
信になっています。皆さんそれをプリントアウト
したり…してませんよね。記録あるいは文書の電
子化というのは、省スペース化と検索のし易さと
いう面では大変優れていますが、何か必要がない
限り見ない。自分以外の人の目に触れにくい。そ
れが、紙でもらうと、チラッとは見る。机やテー
ブルの上に放り出しておいたりすると、例えば家
族とか、職場の人とか、自分以外の誰かの目に触
れることがある。…これ、意外に見逃せないこと 

ではないかと思うんです。ああ、うちの旦那は、
うちのカミさんは、うちの社長は、こんなことを
やっているのかと知ってもらう機会という意味
で。少し検討してみてもよいのではないかと思い
ます。 

 

 



 

 

                        

のというわけではなくて、諸刃の剣…という 

  

 

     

 

 
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 月信原稿依頼通知 

 2019－20 年度実施プロジェクト向け「第 2 回

補助金説明会」開催案内 

財団室 NEWS 12月号 

 

相模原中 RC 相模原柴胡 RC  

例会変更通知  

 

 

 

幹事報告 井上 旭幹事 

 

さて、今、当クラブではチャーターの小川研修
リーダーに「クラブの歴史を振り返る」という講
話を、シリーズで行なっていただいている最中で
す。私がなぜそんな面倒なお願いを小川さんにし
たかというと、このクラブには、折角 25年間も積
み重ねた歴史があるわけですから、この節目の機
会に、会員全員で、その積み重ねを共有したいと
考えたからです。そして、小川さんの講話は、全
ての年度を逐一振り返って下さっていますので、
これまでの 3 回だけでも、かなり分厚い（薄っぺ
らでない）「歴史の共有」が形成されつつあると思
います。それは、私たちの今、そしてこれからの
活動に、目に見えて…ではないかもしれないけれ
ど、必ず良い効果をもたらすと思います。今日は
予定が満載で、小川さんの講話はありませんが、
あと数回、ぜひよろしくお願いいたします。 

加えて、折角なので、あと 3 人おられるチャー
ターメンバーの、吉野さん、沼崎さん、佐藤さん
にも、折を見て、生き証人として「私の 25年」み
たいな卓話をお願いしたいと考えています。何か
秘かにご準備いただければと思います。「私の秘め
たる 25年」でも「私の取り返しのつかない 25年」
でも結構ですので、是非ご予定下さい。 

最後に、私、前からあの「認証状」が気になっ
ていて、何が書いてあるのか、じっくり読んでみ
ました…が、非常にセンテンスの長い英語なので、
じっくり読んでもよく分かりませんでした…が、
ちょっと、拙い和訳をしてみますね。 

ロゴマークの左に「超我の奉仕」、右に「最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる」とあります。
（本文） 

津久井中央ロータリークラブ（神奈川 日本）
が、その役員及びメンバーによって国際ロータ
リーの定款及び細則に従うことに同意した上で
正式に結成され、その同意はこの認証書の受領
をもって証され、また、国際ロータリーの正式
な一員としての加盟並びに加盟クラブとしての
全ての権利と特典を与えられることをここに認
証します。 

以上を証するため、1993年 11月 22日、国際
ロータリーの印章を押し、正式な権限を与えら
れた役員が、ここに署名します。 

 

 地区ガバナー    山本 淳正 

国際ロータリー会長 ロバート・R・バース 

事務総長      ハーバード・A・ピグマン 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

金沢 邦光 様  相模原中 RC 

川井 俊幸 様  相模原 RC 

 

 

 

 

 

 

ゲスト紹介  

  

北島 照秋 様  津久井 RC 

中村 辰雄 様  相模原南 RC 

  

 

中村 眞英 様  伊勢原平成 RC 

川井俊幸補助金配分・推進委員 

 ロータリーの公式標語というと「超我の奉仕」

と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

です。 

ロータリー財団の使命は、人々の健康状態を改

善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること

を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよ

うにすることです。ポリオ撲滅活動においても予

防接種活動を通じて発症数を世界で 99.9％減少

させてきました。 

 ロータリー財団を支援するというのが RIの目

的の１つになっていますので、財団への寄付もロ

ータリーの活動であります。 皆様、ロータリー

財団へのご寄付と、ポリオ撲滅へのご協力をよろ

しくお願い致します。 

ロータリー財団卓話 



 
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津久井 RC だけでは開催できないため、相模

原南 RCさんの力を借りて、今回 2780地区第 5

グループの I Mを開催することになりました。 

「大人が変われば子供も変わる、ロータリーが

変われば地域も変わる」というテーマで 2019

年 2月 2日(土)、場所は JR町田駅近くのラポー

ル千寿閣です。 

 基調講演はスポーツジャーナリストの二宮さ

んをお招きしてお話頂きます。 

 皆様のご参加をお待ちしております。よろし

くお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

I M キャンペーン 

津久井RC  北島照秋様      

金沢邦光補助金配分・推進副委員長 

 昨年は、ガバナー補佐として皆さんと奉仕活動

やガバナー公式訪問など、色々な思い出がありま

す。お世話になり、ありがとうございました。 

 ロータリーの友 11月号に 2016‐20年度ロータ

リー財団管理委員・北さんの記事が掲載されてい

ます。現在、日本全体で 800万ドルの地区財団活

動資金が残っているということです。800 万ドル

は約 10億円であり、それが日本の実態です。 

 当地区では補助金申請をするクラブが多いの

で、ほとんど使い切っています。次年度に関して

も 1000 万円近くの奉仕プロジェクトの資金をプ

ールしてありますから、是非また申請して頂けれ

ばと思います。 

 もう 1つロータリーの友の中に、2580地区の補

助金委員長松原さんの投稿がありますが、地区補

助金は実施前年度の 7～9 月が申請受付期間との

ことで、9 月で受付が終わってしまいます。とこ

ろが当地区は受付が 3月までですから、あと 3ヶ

月あります。まだじっくり考えられますから、ぜ

ひ申請をして頂きたいと思います。 

 皆さん、年次基金、ポリオ、恒久基金の違いが

お分かりでしょうか。前年度第 5グループの寄付

状況一覧表がありますが、津久井中央さんは素晴

らしいことに年次寄付は 101％でグループ内 2位

です。またポリオは 119％です。 

 相模原西 RC はポリオ寄付額が非常に多いです

が、これは 25万ドル以上の寄付アーチクランフ・

ソサエティを獲得した方がいるからです。田島さ

んという方で、地区で 3番目です。私のホームク

ラブは年次寄付が 70％、ポリオは 66％です。 

 そして恒久基金というのは 1000ドルの寄付で、

元金が支出されることはなく、収益の分だけ皆さ

んに還元する基金です。前年は 12クラブのうち、

7 クラブが寄付、5 クラブは寄付がありませんで

した。他のグループの話を聞きますと、会長にな

った方が寄付を行なうというクラブも多いようで

す。 

 シェアシステムですが、このように集められた

寄付金がどうなるかということですが、3 年間運

用して、3 年目に使うことになります。それをど

うやって分けるかというと、半分が国際財団活動

資金（WF）、残りの半分が地区財団活動資金(DDF)

となり、DDFの半分が地区補助金として使われて

います。 

 2016－17年度に集められた寄付金が 41万ドル

位で、これが半分に分けられ DDF の地区補助金

分は 10万ドル位です。前年並みに約 1000万円が

補助金として奉仕活動に分配できます。こちらの

クラブは前年、その前と申請していますので、ま

た是非申請して頂き、奉仕活動に役立てて頂きた

いと思います。 

  

ロータリーの友地区代表委員   

中村辰雄様より     
   小川洋一研修リーダー 

  
 今期、ロータリーの友地区代表委員として

一人で駆けずり回っております。 

 ロータリーの友 11月号には私の記事と、相

模原橋本 RC、12月号には厚木 RC、厚木県央

RC、厚木中 RC、本厚木 RCと相模原大野 RC,

秦野名水 RCの記事の掲載があります。そして

1月号では相模原東RC名誉会員の菅原都々子

さんにことを私が書いているのと、相模原か

めりあ RCの記事も掲載されます。 

 皆様もぜひ投稿して下さい。今までにない

ような記事も掲載していきたいと思っており

ます。どうかご協力をよろしくお願い致しま

す。 

 

伊勢原平成 RC 中村眞英様より

より       

 皆さん、こんにちは。私は 2度目の訪問にな

ります。今日の会長の挨拶をお聴きしまして、

すごく参考になりました。 

 当クラブで韓国に中学生を連れていくプロ

グラムがありまして、具さんに色々お聴きした

くて、今日はやって参りました。 

 お花は前回も持ってきましたが、小山さんに

も言われましたので、また持ってまいりまし

た。よろしければお持ち帰り下さい。 

 宣伝もさせて頂きますが、私の会社、ディス

カウントストア・フラワーランドが愛川町にも

あります。愛川の方にお出かけの際には是非お

立ち寄り頂きますよう、お願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                  

 

 

 

 

スマイル報告 田畑和久委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長 』 

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

相模原中 RC 

 金沢邦光 様  昨年は大変お世話になりました。本日は補助金の卓話をやらせて頂きます。宜しく 

         お願いします。   

相模原 RC 

 川井俊幸 様  初めておじゃま致します。大勢の知人にお会いする事ができて、大変うれしいです。 

         今日は金沢さんのカバン持ちでやって参りました。よろしくお願い致します。 

伊勢原平成 RC 

 中村眞英 様  皆様、コンニチワ。本日は私の会社フラワーランドの認知度の向上にまいりました。

今日はパンジーをおみやげに持って参りましたので、お持ち帰り下さい。フラワー

ランドを覚えてください。 

相模原南 RC 

 中村辰雄 様  こんにちは、第 2780 地区「ロータリーの友」地区代表としてあいさつに参りまし

た。よろしくお願いします。 

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  森田さん、お帰りなさいなさい。お元気そうでうれしいです。金沢さん、川井さん、

ありがとうございました。次年度に生かします。北島さん、IM 期待しています。

今日はとてもにぎやかでしたね。人も花もいっぱい。 

井上 旭会員  本日はお忙しい中、相模原中クラブの金沢さん、相模原クラブの川井さん、伊勢原

平成クラブの中村さん、南クラブの中村さん、親クラブの北島さん、5 名のお客様

を迎え、金沢さんには卓話をありがとうございます。楽しくなごやかな時間を過ご

させて頂き、感謝申し上げます。 

佐藤祐一郎会員 ゲストの皆様、本日はありがとうございます。森田さん、本当に良かった！復活お

めでとうございます。財団のお話し、IMの PR、わざわざお花を届けてくれた中村

さん、ロータリーの友の中村さん、会長もいつも良いお話をありがとうございます。

今日は良い 1日だ！今夜もがんばろう！ 

八木 勉会員  本日は雨の中、金沢様をはじめ、多くのお客様、おこし下さいまして、ありがとう

ございます。 

森田正紀会員  金沢様、川井様、中村様、北島様、そして当クラブ準メンバーの中村様、本日はよ

うこそ津久井中央へ、ありがとうございます。本日より例会に戻ってきました。ご

心配をお掛けしましたが、これからは出席いたします。どうぞ宜しくお願いします。 

池田豊文会員  ビジターの皆さん、本日はようこそお出で下さいました。森田さん、お帰りなさい！ 

        私は今晩も忘年会、張り切って行ってきます。 

小川洋一会員  大勢のお客様においでいただき、ありがとうございます。森田さん久しぶりです。

元気になって良かったですね。これからはあまり無理しないで下さい。今晩は 4回

目の忘年会です。今年あと何回あるのかなー。がんばって飲みます。 

高橋幸一会員  皆様、ようこそお越し下さいました。森田さん、お帰りなさい。今日は 21 回目の

結婚記念日です。が、小川初代 JC 理事長と夜も一緒です。6 連チャンの 2 日目、

がんばります！ 

小山里枝会員  ビジターの皆様、本日はありがとうございます。ビジターの方がいらっしゃらなく

ても、せめてこのくらいの人数で毎回過ごせたらイイなと感じました。伊勢原平成

の中村様、お花を再びたくさんありがとうございます。前回いただいた花に加えま

して日々、和ませていただきます。本日は遅くなってしまい、すみませんでした。

森田さん、お早い復活、おめでとうございま～す！ 

杉本信一会員  ビジター各位様、ありがとうございました。 

水野 茂会員  皆様、遠い所までありがとうございます。 

吉野賢治会員  金沢パストガバナー補佐を始め、財団委員の皆様ようこそいらっしゃいました。 

本日は卓話ありがとうございます。 

具 尚禮会員  森田さん、おかえりなさい。みなさん、健康にお気をつけていきましょう。 

田畑和久会員  本日は大勢のビジターを迎え、賑やかな例会になりました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 
 


