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司会   杉本信一 SAA   会長  前沢弘之会長   斉唱 手に手つないで 

 

 

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 15 15 0 100％ 87.50％ 93.75％ 

本日欠席者  

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

さて、これは、私の、しかもかなり苦労をした

経験なのですが、数年前、私は市Ｐ連（相模原市

立小中学校ＰＴＡ連絡協議会）の本部役員でし

た。市Ｐ連において、旧津久井郡は城山ブロック、

津久井ブロック、相模湖・藤野ブロックの３つで

編成されているのですが、ご承知のとおりどこも

少子化、会員減少に悩む地域です。会員減少が進

むとどうなるか。会費収入が減って、運営が厳し

くなります。それから、役員決めがとても大変に

なります。（なり手がいない。見つからない。）役

員になることの負担感が増し、何か簡素化、合理

化ができないかと考え始めます。そうなると、ま

ず上部団体への人員の派遣が、やり玉に挙げられ

ます。特に、津久井は交通が不便で、市の会議は

中央で行われますから、物凄く負担だと感じるよ

うになるわけです。そして、「ところで、参加し

ていることに何のメリットがあるの？」というお

定まりの成り行きです。 

勿論、市Ｐ連側でも、そのような事情に対応す

べく、ブロックの合併を奨めたり、委員の派遣数

を減らしたり、広域的な付き合いの価値を一生懸

命説いたり、色々対応を続けたのですが、結局、

津久井ブロックでは、３校の脱退という事態に至

ってしまいました。 

内に閉じこもって、外部との付き合いを断って

しまおうなどと考える人は、流石にいません。自

分たちの活動を充実させるために、外部との付き

合いも大切なことは、誰もが理解しているのです

が、結局、外部に加入していることの負担（それ 

 

 

 八木さん、みずみずしい春野菜をありがとう

ございます。 

先週、井上会長エレクトから、「次年度の各委

員会等の活動方針の準備を」というお話があり、

早速、次年度の会長方針を配信していただきま

した。次年度は、円熟した大人の「井上カラー」

でクラブを染めていただける感じで、ますます

楽しくなる予感がします。ワクワクしますね。 

ちなみに、私は、次年度クラブの職業奉仕委

員長で、同時に森田さんの後釜で地区の職業奉

仕委員です。具さんは姉妹地区委員、佐藤さん

（今日はお休み）は今年度地区研修委員会の副

委員長で、次年度はとうとう地区公共イメージ

委員会の委員長ですね。委員長としての抱負な

ど、次年度になってからお話しいただきたいと

ころです。 

ところで、地区便覧によると、当地区には現

在２９もの委員会があります。森田さん（今日

はお休み）にお聞きしたところよると、今年度

の地区の職業奉仕委員会は、月に１回のペース

で、毎回懇親会もあったのだそうです。肝心の、

何をやっていたかは聞き忘れてしまいました

…。 

杉本さんも、今年度地区社会・国際奉仕委員

ですが、どんな感じでしたか？ 

 ‐ 杉本：それほど大変ではなかったですよ

（委員会によって、色々）。 

 



 

                        

 

  

 

 
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

 

                   

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

幹事報告 井上 旭幹事 

 

による自分たちの活動への悪影響…本来なすべき 

活動に対するしわ寄せ）と、加入していることか 

ら得られる価値とを秤にかけて、前者が勝ってし

まった。よっぽど価値を感じられなければやって 

られないというところまで、追い込まれてしま

っていたわけです（本当は、気持ちの問題なの

かもしれませんが）。 

私自身は、日頃の活動の中で、仲間たちと一

緒にあれこれ悩みながら、自分たちなりに正し

いと思うことをやっているけれど、それが本当

に正しいとは限らない。そして、正しいか否か

を判断する材料は、自分たちの中にはないわけ

だから、外部から学ぶしかない。だから「順番

なら仕方ない。出ましょう」と当たり前に考え

ていました。…で、じゃあ、その外部で大いに

学ぶところがあったかというと、…むしろ、自

分たちがやっていることの方がはるかにレベル

が高かったり…もしたのですけど、逆に、上部

（というか、個々の独立した団体の連合体的な）

組織は、そこに所属することの価値が感じられ

るように努力し続けなければならない。偉そう

に胡坐をかくのではなく、所属してくれている

人たちによく目を配って、手当を怠らないよう

にし続けなければならないということが、よく

分かりましたね。 

おそらく、自治会なども、同じような悩みを

抱えているのでしょうね。 

 

 さて、私たちのような弱小クラブにとっての

「地区」。これも、今申し上げたような状況と似

たようなところがありますね。果たして、私は

次年度、地区という組織の価値を感じることが

できるかどうか。大いに学ぶことができるかど

うか。…機会があれば、ご報告申し上げたいと

思います。 

今日は、このあと小川さんの「シリーズ：ク

ラブの歴史を振り返る」です。 

 そして、次回は、次年度に向けてのフォーラ

ムですね。 

今日は、この辺で。 

 

週報受領 

 相模原南 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 ｢2019 年規定審議会報告会｣開催案内 

 マーク・D・マローニーRI 会長ご夫妻歓迎会 

開催案内 

 

相模原 RC 相模原ニューシティ RC  

相模原東 RC 

 例会変更通知 

 

 

尾崎 勲 様 相模原ニューシティ RC 
 

 

ゲスト紹介  

 

クラブの歩み    

小川洋一研修リーダー     
    
18 代 2010～2011（H22～23） 

 会長 金井順一  幹事 塚原敦夫 

・藤野ふる里まつり もつ煮、バザー、薬物乱

用防止キャンペーン 

・職場訪問 日本理化学工業（チョーク等製造） 

・津久井中央ロータリークラブ杯 寄付金贈呈 

・モーラン RC へキムチ作り打合せ 

（沼崎、小川） 

・モーラン RC へキムチ作り（塚原、沼崎、小

山、金井、小川 2 名、吉野 2 名、佐藤夫人） 

・東日本大震災義援金 500,000 円送金 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

19 代 2011～2012（H23～24） 

 会長 沼崎善充  幹事 八木 勉 

・家族例会 高尾山ビアマウント 

・チャリティゴルフ 相模原東、相模原中、 

相模原柴胡 RC 3 クラブ合同 相模湖 CC 

・藤野ふる里まつり 豚汁、うどん 薬物乱用防止

キャンペーン 

・モーラン RC 姉妹クラブ締結 4 回目（7 名） 

・津久井中央ロータリークラブ杯 5 万円寄付 

・タイ洪水被害義援金 2 万円寄付 

・職場訪問 なごみの里（加藤棋一元会員） 

・モーラン RC 会長離就任式 6 名 

 

20 代 2012～2013（H24～25） 

 会長 井上 誠  幹事 小山里枝 

    沼崎善充 

・2012.8.10 井上 会長 ご逝去 

・栗原大緑区少年野球連盟会長へ 5 万円贈呈 

・津久井中央ロータリークラブ杯 家族親睦バーベ

キュー大会 三井ボート場 

・藤野ふる里まつり 豚汁、バザー、薬物乱用防止

キャンペーン 

・職場訪問 三保ヶ関部屋～ちゃんこ料理 

 浅草寺、スカイツリー見学 築地すし三昧 

・モーラン RC 会長離就任式 6 名 

・例会場、事務所移転  

大原屋 → 津久井商工会館 

 

21 代 2013～2014（H25～26）  

 会長 田畑和久  幹事 森田正紀 

・2013.7.11 杉本会員 再入会 

・納涼屋形船例会 津久井湖  

・ほのぼの 100 人運動会参加 桂北小学校 

・城山もみじまつり バザー 雨のため半日 

・少年野球 津久井中央ロータリクラブ杯 

・11.16 創立 20 周年記念式典 相模湖交流センター 

モーラン RC より 7 名 佐藤実行委員長 

  ロータリー財団へ 100,000 円 

  米山記念奨学会へ 100,000 円 

  作業所（つくしの家、かわせみの家、竹の子作

業所、やまのべ館、ふじのたんぽぽ） 

      5 作業所×50,000 円＝250,000 円 

  

 

  緑区少年野球連盟へ 50,000 円 

  合計 500,000 円寄付 

・モーラン子女交換参加子女交流会 アビアント 

・モーラン子女交換 派遣 

（沼崎、田畑、前沢夫妻、子供 7 名） 

・竹の子作業所の皆さんを津久井湖屋形船に招待 

 （米山奨学生チュー・イーリンさん来訪） 

・モーラン RC 会長離就任式 田畑、小川、杉本 

・職場訪問  防衛省 自衛隊市ヶ谷 

 

22 代 2014～2015（H26～27） 

 会長 山崎和彦  幹事 前沢弘之 

・渡辺ガバナー公式訪問 姉妹クラブ調印式 5 回目 

 子女交換事業 大人 4 人 子供 8 人 

 グローバルグラント事業 モンゴル、ウランバー 

 トル地区へ医療器具支援 

・少年野球 津久井中央ロータリー杯 

・ほのぼの 100 人運動会参加 

・1000 記念例会 八百辰 

・I M 開催 千寿閣 小川実行委員長 

・米山奨学生チュー・イーリンさん送別会 IM 慰 

労会 志野（橋本） 

・職場訪問 ㈱イノウエ 

・少年野球 津久井中央中央ロータリークラブ杯 

 メダル・参加賞贈呈 

 

＜会員数の推移＞ 

・創立時   30 名  

・ 5 年目  33 名 

・ 8 年目  38 名 

・10 年目  32 名 

・15 年目  26 名 

・20 年目  17 名 

 



 

 

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』 

相模原ニューシティ RC 

 尾崎 勲 様  本日も高橋さんにお誘い頂き、ずうずうしくもメイクさせて頂きました。また色々 

         勉強させて頂きます。よろしくお願い致します。 

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  尾崎さん、ようこそ。杉本さん、お帰りなさい。小川さんクラブの歴史シリーズ

ありがとうございました。今日は私の入会年度からの歴史でした。感慨深いもの

があります。 

井上 旭会員  ニューシティクラブの尾崎さん、ようこそ地元クラブへお越し下さいました。 

         いよいよ本年度と次年度が動き出し、6 月は本年度次年度の会長幹事会が合同に 

         なりました。じっくり地に足を付けてスタートしたいと思います。 

小山里枝会員  八木さん、大根とニラありがとうございます。先日 5/21、次年度会長幹事会に行

ってきました。朝の雨で行かれるか心配しましたが、出かける頃はすっかり雨は

上がり、相模原駅で井上さんと待ち合わせ乗せていただき会場へ向かいました。 

         ありがとうございました。各委員会の委員長の皆様、活動報告書の提出をよろし 

         くお願いいたします。 

八木 勉会員  先週は仕事との都合で休んでしまい、すみませんでした。 暖かい日差しに誘わ

れて、野菜がどんどん育っております。いっぱい食べて下さい。 

小川洋一会員  事務所の入口にツバメのスがあり、今年は 4 羽が産まれました。いつもお礼も言

わずスダチます。 

池田豊文会員  尾崎さん、ようこそおいで下さいました。八木さん、野菜をありがとうございま

す。ゴルフはダメです。スマイルします。 

高橋幸一会員  尾崎さん、ようこそお越し下さいました。（ほぼ毎日一緒ですけどネ…） 今月は

決算月。あと一週間がんばります。     

杉本信一会員  クルーズというものに行ってきました。女房と二人で 38 年ぶり。苦行をしてま 

        いりました。しばらくご機嫌が良いと思います。 

水野 茂会員  杉本さんが奥さんとの旅行で無事に帰ってこられたのでスマイルします。 

田畑和久会員  小川さん、クラブの歴史卓話をありがとうございます。数年前の事を思い出させ

てもらい、なつかしく感じるのは年を取ったせいでしょうか？先週から腰痛改善

のため泳ぎに行きはじめました。心なしか良いようです。ゴルフはダメです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


