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司会   沼崎善充 SAA   会長  井上 旭会長   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 井上 旭   幹 事 小山里枝 

【 出席報告者 吉野賢治委員長 】    

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 14 2 87.50％ 81.25％ 100％ 

本日欠席者 杉本会員、具会員 

 

リークラブの被害も大変なもので、現在はまだ再

開しておりませんが、12 月 11 日までには再開で

きるようです。 

今年も残り一ヶ月半になってまいりました。年

末で「新語・流行語大賞」がいつも話題になりま

す。今年も色々な流行語があります。ほんの一例

ですが、以下の言葉がありました。 

「あな番（あなたの番です）」、「命を守る行動を」 

最近そういう自然災害が多いですので、避難とい

うよりも命を守る行動ということに重きをおいて

おります。「キャッシュレス」、「計画運休」私鉄、

JR を問わず、電車が計画運休をいたしました。 

「軽減税率」、「後悔などあろうはずがありません」 

「免許返納」、オリンピックのことでしょうけど、 

「4 年に一度じゃない、一生に一度だ」、「令和新撰

組、令和旋風」、「ONE TEAM」というような言

葉が流行語大賞になるのではないか、30 位ノミネ

ートがあるようですが、どんな言葉が大賞に選ば

れるのか楽しみです。 

 第 11 回会目の会長の時間です。本日はガバナ

ー公式訪問です。杉岡ガバナー、ようこそお越し

下さいました。栗林ガバナー補佐、ようこそお越

し下さいました。 

 津久井中央ロータリークラブは小さなクラブ

ですが、皆さんそれぞれ個性が強く一見ばらばら

な感じですが、とても心優しく家庭的でまとまり

の良いクラブです。 

 過日、杉本さんのお母さんの葬儀には皆さんご

苦労様でした。私は通夜の日不都合で、葬儀に参

列して参りました。本日杉本さんは葬儀後の残

務、それから先程沼崎さんからお話がありました

ように、ご近所で不幸が出来たようで本日はお休

みです。 

 それから、先程ラインにて連絡がありました

が、具さんは交通事故にあって熱も出たので、今

日は来れないということでお二人がお休みです。 

 12 日の会長幹事会の席上、過日も触れました

が、台風 19 号の被害が想像以上に大きく、自分

達クラブでも多額の義援金を拠出しましたが、第

5 グループとして 12 月 10 日の会長幹事会で義援

金を集めることになりました。また 12月 11日の

第 5グループ親睦ゴルフコンペでも義援金を募る

予定にしています。 

佐藤さんにも確認をしましたが、相模湖カント 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 井上 旭会長 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                     

 

 

  

 

 

  

 

   

  

                      

   

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  

 

栗林ガバナー補佐の話 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 第 2780 地区ローターアクト第 31 回地区大会

開催案内 

米山記念奨学会 

ハイライトよねやま 236 号 

 

その他の受領書類 

津久井湖観光センター 

 出店者準備要項 

 

＜会長幹事会報告＞ 

・地区よりクラブ会員のロータリーに関する意

識調査のアンケートがありました。当クラブ

では入会 3 年目までを池田会員、4～10 年目

を前沢会員、11～20 年目を八木会員、20 年以

上を小川会員にお願いしています。締切りは

11/20 ですので、よろしくお願いします。 

・2020～21 年青少年交換学生選考試験結果は  

 相模原中 RC 推薦の相模原総合高等学校 1

年、横江莉音さんに決定しました。 

・第 5 グループの親睦ゴルフは 12/11 に相模湖

カントリークラブです。まだ参加人数が少

ないので、各クラブ参加者を更に集めて下

さい。当クラブは 5 名参加です。 

・義援金ですが、地区とは別に第５グループ

用の義援金を集めることが決定。１クラブ

150,000 円を集めたらどうかという意見があ

ったが、クラブにより拠出できる金額が違

うでしょうから、あくまで 150,000 円を目安

に寄付をお願いします。当クラブではすで

に 300,000 円の寄付をしています。気持ちで

構わないとのことなので、クラブとして検

討し寄付額を決めたいと思います。 

 

 

本日のガバナー卓話の内容 

１)19-20年度ＲＩ会長テーマ 

ガバナーは国際ロータリーの役員として、今の

ＲＩの流れ、重点目標、財団の動向をクラブ会

員の皆様にお伝えすることも地区ガバナーの重

要な任務であると心得ています。皆さまのクラ

ブ活動計画書にも記載はされていますが、重複

をさけて、お話しをさせていただきます。 

2)ロータリーのビジョン声明 

3)新しいロータリー戦略計画について 

4)2019-20年第２７８０地区方針 

 

1）2019-20年度国際ロータリー会長 

 Mark D. Maloney（6860地区ジケーターRC所属） 

 ハーバード大学卒業後、奥様のゲイさんの実家 

であるジケーターの法律事務所で、弁護士とし 

て仕事を始めたとのことです。 

ロータリー歴は、1980年、25歳でジケーターロ

ータリークラブに入会。30歳でクラブ会長。 

 1989～90 年に（34 歳で）6860 地区ガバナー。

1999年～2000年国際ロータリーの理事。 

2004 年～08 年ロータリー財団の理事。2014 年

シドニー国際大会での大会委員長等々を歴任し

ています。 

次に、ＲＩ会長テーマ、会長方針について述べ

させていただきます。 

2019-20年度 ＲＩテーマ 会長方針 

「ロータリーは世界をつなぐ」です。ロータリー

は、他の組織では得られないものを提供していま

す。それはつまり、奉仕と平和という精神のもと

に世界中の人びとがつながることができ、目標に

向かって意義ある行動を起こすことができる、そ

れがロータリーです。ロータリーを通じて、私た

ちはつながります。 

 

杉岡芳樹 様  相模原 RC 

ゲスト紹介  

幹事報告 小山里枝幹事 栗林一郎 様  相模原南 RC 

 

 

ガバナー公式訪問卓話 



 

 
「ロータリーは、ロータリーがなければ出会うこ

とがなかった人びと、職業上の機会、私たちの支

援を必要とする人たちとのつながりをもたらし

てくれます」。 

そして、より力強いロータリーを築くために、

地域社会とのつながりを広げるために、4 つの活

動の指針となる強調事項をあげました。 

1)「ロータリーを成長させる」 

2) 「家族の重要性を強調」  

3)「内部組織の改革」 

以上の 3つの強調事項はすべて、ロータリー

の成長に焦点を当てています。 

① 既存のクラブにおいても、現状を打破する

必要があるとすれば、革新性を発揮して、

地域に貢献したいという若い職業人や若い

世代を会員として迎い入れる。地域での奉

仕プロジェクトに地域の人々を巻き込む 

② 新しい今までとは異なるクラブをつくっ

て、成長を目指す。 

③ローターアクターを取り入れる、つまり、ロ

ーターアクターを優れたパートナーおよび

人材として優遇し、成長を目指す、です。 

4)「国連との関係」 UNITED NATIONS 

2019-20年度には、「ロータリーは世界をつな 

ぐ」のテーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、

有能で 思慮深く、寛大な人びとが手を取り合

い、行動を起こすためのつながりを築いていくこ

とを目指します。 

2）ビジョン声明 
「私たち（ロータリアン）は、世界で、地域社会

で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化

を生むために、人びとが手を取り合って行動する

世界を目指しています」 

新しいロータリー戦略計画 

 1）より大きなインパクトをもたらす 

 2）参加者の基盤を広げる 

3）参加者の積極的なかかわりを促す 

4）適応力を高める 

19-20年度ロータリー戦略計画の年次目標 

優先事項 1の目標：人々が手を取り合うのを促す 

優先事項 2の目標：行動する 

優先事項 3の目標：内部 / 運営的事項 

年次目標については、ロータリークラブ対象の

ロータリー賞の受賞のための達成項目が年次目

標となっています。ロータリー戦略計画の優先事

項を支えるために、人びとをつなぐ、そして行動

するのテーマの下、地域社会に好ましい変化をも

たらしたクラブを称えることを目的としていま

す。ぜひロータリー賞について、確認いただきた

いと思います。そしてクラブ活性化の指標でもあ

ります活動項目を達成する活動をしてはいかが

でしょうか。 

 

 

 

2019－20年度 第 2780地区方針 

「1クラブ 1奉仕プロジェクトを」 

１. ＲＩ会長テーマおよび強調事項の推進 

２. ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ 

３. 新しいＲＩ戦略計画の推進 

４．会員増強・会員維持・クラブ拡大 

・女性会員や４０歳未満の会員の入会、ローター

アクターのロータリークラブへの入会を促す。 

・各クラブ２名以上の純増を 

・既存会員の維持 

・新クラブ（衛星クラブを含む）の拡大 

５．新世代育成の推進 

・インターアクト、ローターアクトクラブへの支援

および協力の強化。 

・インターアクト、ローターアクトの新クラブ拡大 

・若い職業人、若い世代のリーダーのリーダー育成 

６．地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定の推進 

・戦略計画を基礎として、クラブの長期にわた

るビジョンを策定してください。クラブにおい

ては、戦略計画委員会または長期計画委員会等

の委員会を立ち上げ、または活性化して、クラ

ブの将来のあるべき姿、地域でどのような存在

を目指すか、会員数をあるべき姿などを描き、

その実現に向けての行動計画を立てていただき

たい。 

７．奉仕活動推進のための R財団への年次寄付 

・年次寄付 200ドル以上／1名 

・ポリオ寄付 40ドル以上／1名 

・恒久基金 1,000ドル以上／1クラブ 

ポリオ根絶は国際ロータリーの最優先事項です。

2019年ポリオ常在国は、アフガニスタン、パキ

スタンの 2 カ国となりました。ナイジェリアで

はこの 3 年間発症がなく、来年にはポリオフリ

ー宣言がなされる予定です。 

８.米山奨学会寄付 

・20,000円以上／1名 

本年度、わが地区には２９名の米山奨学生を預

かっています。やはりこの奨学生の数も地区の

寄付総額により増減します。３年後により多く

米山奨学生を預かることは、地区およびクラブ

の活性化にもつながります。ぜひ米山寄付の増

進をお願いします。 

９.公共イメージ向上に向けて 

・ロータリーへの理解をさらに深め、強いブラン

ドを築くという課題に向かって、新しい公共イメ

ージのため「世界を変える行動人」（ PEOPLE OF 

ACTION ）キャンペーンを始めました。このキャ

ンペーンは、全世界でロータリーのストーリーを

生き生きと伝え、認知と理解を高めることを狙い

としています。 

この目的を基本にして、クラブの方針、計画、 

事業を進めていただければと思います。 

 

 

 

 



 

 

 

 

スマイル報告 吉野賢治委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原 RC 

 杉岡芳樹様   いつもお世話になります。 本日はガバナー公式訪問で伺いました。 

よろしくお願い申し上げます。 

相模原南 RC 

 栗林一郎様   いつもお世話になります。 本日はガバナー公式訪問で伺いました。 

よろしくお願い申し上げます。 

津久井中央 RC 

井上 旭会員  本日はガバナー公式訪問です。杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそお越し

下さいました。台風 19 号の被害から 1 ヶ月が過ぎましたが、床上浸水したお宅は

今だに片付いていません。庭先に丸太がごろごろして、家の中も片付けが済んでい

ません。まだボランティアが来てないのかな？ 

小山里枝会員  杉岡ガバナー、公式訪問ありがとうございます。栗林ガバナー補佐、本日もありが

とうございます。 

前沢弘之会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、本日はありがとうございます。暖かくて絶好の

公式訪問日和ですね。今日は朝 9 時に新横浜の銀行で仕事だったので、寒かろうと

思い毛糸のベストを着こんで行ったところ、汗ばむほどで、まわりから「あなたは

どんなところから来たの？」という視線を感じました。 

小川洋一会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、公式訪問ご苦労さまです。今日は宜しくお願い

いたします。 

沼崎善充会員  ガバナー、ガバナー補佐、本日はありがとうございます。お体に気をつけてガンバ

ッテ下さい。 

高橋幸一会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。くだらない｢桜を

見る会より被災地への支援を取り組んで欲しいです。 

八木 勉会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそ、津久井中央ロータリークラブへおこ

し下さいました。ご指導よろしくお願いします。 

森田正紀会員  本日は、ガバナー公式訪問ありがとうございます。これからの季節さむくなります

ので、お身体に気をつけてご活躍ください。 

水野 茂会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、津久井の地にようこそ。本日は天気が良いので

気持ちの良い会議が出来ました。 

山﨑和彦会員  杉岡ガバナー、本日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

ついでに佐藤祐ちゃんもよろしくお願いします。吉野さん、17 日、復興支援の為に

頑張って下さい。 

佐藤祐一郎会員 ガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

田畑和久会員  本日、免許更新して来ました。初めてのゴールドです。来月から運転中のケイタイ

使用でつかまると、減点 3 点、反則金 18,000 円になるとのこと。小川さん、沼崎

さん、御注意下さい。 

池田豊文会員  杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。本日の公式訪問

ありがとうございました。 

吉野賢治会員  山々が少し色づいて来ましたね！杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、ようこそ！ 

御指導よろしくお願いします。17 日、台風 19 号復興支援イベント「とりもどそう

元気な津久井」にクラブで協力して戴き、ありがとうございます。天気もよさそう

です。湖上祭の花火もあります。楽しみです。 

          

                   

 

 

 

 
 

   

 


