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司会  杉本信一SAA   会長  井上 旭会長   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 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 12 4 75.00％ 68.75％ 87.50％ 

本日欠席者 沼崎会員、田畑会員、高橋会員、具会員 

 

わり、初めての年始を迎えるのは、格別の思い 

かもしれません。 

年老いた方の心境は、「門松は 冥土の旅の一  

里塚 めでたくもありめでたくもなし」かの有名な

歌が詠まれたのは今から約 600 年まえ室町時代の

臨済宗の禅僧「一休さん」です。 

生を以てこの世に生まれた以上、古今東西誰もが

「死」という避けられない運命の道を一歩ずつ歩ん

でいるのは事実です。めでたい話から現実と率直に

向き合う話になってしまいましたが、明日に向かっ

て楽しく生きよう。 

過日杉岡ガバナーの公式訪問でも言っていた通

り、私たちのクラブを活性化するため、新会員を増

やすことが一番手っ取り早い方法だが、津久井地区

はなかなか入会者が見当たらない。同業者に声を掛

けるもいつも空振り、一職業一人を守っていくこと

は困難である、ポリオ募金の姿を見せるも殆ど無関

心。 

今入会を勧誘する方がいれば、楽しい例会の企画作

り、今いる会員が楽しめる例会づくりなど、役職を超

えてみんなで企画を作りみんなで楽しむ、奉仕活動に

参加したい方を招待しロータリーに興味とやる気を

持たせるなど、積極的にアプローチをかける。 

非常に難しい問題であるが、クラブの楽しい未来

作りに皆で取り組んで行きたい、皆で企画し家族で

楽しむ、どんな企画でも思いつくものを是非形にし

たい。 

我がクラブからガバナーを排出する事が決まり、

楽しいクラブを作ることが当面の課題です。 

皆さんよろしくお願いいたします。 

 

 

 13 回目の会長の時間です。佐藤祐一郎さん、

おめでとうございます。もう来年から 3 年後の

ガバナーとして研修が始まるのかな？ 

 私達16名のこんな小さなクラブからガバナー

を輩出できることは素晴らしいことです。祐ち

ゃんの足を引っ張らないように皆でクラブを挙

げて協力し、津久井中央の結束力と底力を見せ

つけましょう。祐ちゃん、これから健康に注意

して前に進んで下さい。 

いよいよ 12月です。私が小学生の時担任の先

生が 12 月に入ると「今日から 12 月です、一年

中で一番忙しい時ですよ、今月は師を走らせる

と書いて、師走と言うんですよ」と言っていま

した。 

一年の終わりなのでケジメとして、普段やらな

い大掃除や片付けをして新しい年を迎えます。 

今では建物そのものが、気密性や快適性に富

んでいるので、普段と変わらず正月を迎えます

が、当時は新しい下着から上に着るものまでお

新（にゅう）でした。子供の時は正月が来るのが

楽しみと嬉しさで「お正月」の歌の通りでした。 

現在でも日本人は生活のあらゆることの「初

めて」に意味を持たせてきたようだ。特に「平

成」から「令和」にかわり新しい天皇・皇后は 5

月から行事がつづき、初めての年末年始を迎え

る。初詣・初日の出・初富士・初夢・書初め・

初釜・初笑い・出初式など節目を超えて、新年

を迎えることは清々しい思いもあり、元号が変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 井上 旭会長 
 



 

 

 

 

週報受領 

相模原柴胡 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 2022－2023 年度ガバナー・ノミニー確定宣言   

 12 月のロータリーレート 1 ドル＝108 円 

 

相模原ローターアクトクラブ 

 例会案内 

 

栗林ガバナー補佐 

第 9 回会長幹事会開催案内 

 

相模原ニューシティ RC 

 第 5 グループ親睦ゴルフコンペ組合せ表 

  

相模原西 RC 相模原橋本 RC 相模原グリーン

RC 相模原大野 RC 相模原柴胡 RC 

 例会変更通知 

 

その他の受領書類 

津久井観光協会 

 義援金御礼状 

 

 

幹事報告 小山里枝幹事 

 

年次総会に向けて 
     

水野 茂会長エレクト 

年次総会で次年度の役職を皆様にお願いしま

すので、どうか快く引き受けて頂きたいと思い

ます。よろしくお願い致します。 

 次年度も今年度と同じような行事を行う予定

で、補助金を使っての活動は考えておりません。 

佐藤祐一郎さんが 3 年後にガバナーになります

ので、その時のためにもクラブの充実というこ 

とを掲げて、皆様一人ずつに推薦を出して頂くこ

とを使命としてやって頂きたいと思います。推薦

を出して頂ければ、その方に私と小川幹事で何回

でも足を運びます。最低 5 人位は入会してて頂く

ようにしたいと思っています。今の人数のままで

は佐藤さんがガバナーの時に大変だと思います

し、クラブの運営のためにもここで是非会員を増

やしたいと思います。 

 小川幹事とタックを組んで、皆様にもご協力頂

き、また例会への出席もお願いしまして、クラブ

の充実ということを基本に頑張っていきますの

で、よろしくお願い致します。 

 

小川洋一幹事エレクト 

 今、水野会長エレクトが方針を述べましたが、 

私も会長を盛り上げるために一年間やっていき

たいと思っています。27 年振りの幹事です。 

 私の方は段取りをする立場ですので、まず定款

の見直しを前沢さんにお願いしていますが、基本

に戻ってクラブの運営をしたいと思っています。 

あくまでクラブの管理主体は理事会です。最近よ

く例会の場で決めごとを行ないますが、それはあ

ってはならない事で、理事会を通して例会で報告

する形に持っていきたいと思います。 

 また長期的に見ますと、井上会長から話があっ

た通り、佐藤さんがガバナーになるということは

内なるクラブの充実を図っていかなければなり

ません。それには最低限の人数は必要になります

ので、会長エレクトも言いましたように、会員拡

大を進めるという努力を一年間かけてやってい

きたいと思います。 

 組織につきましては来週にはでき上がると思

いますが、役職についてどういう役目であるの

か、もう一度学びながらやって行きたいと思って

います。 

 



 

 

 

 

  

  
 

 

                     

 

 

  

 

 

  

 

   

  

                      

   

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  

 

スマイル報告 吉野賢治委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央 RC 

井上 旭会員  いよいよ 12 月になりました。会長になって半年になりました。皆様の力添えで、

ここまで来る事が出来ました。皆様に感謝です。ありがとうございました。 

小山里枝会員  タイのおみやげをありがとうございます。佐藤さん、おめでとうございます。 

         さて、運転をする耳の聞こえない友人から『ながら運転』のことを聞かれました。 

         よくわかるようググって再び驚きました。法の改正をしっかり意識して安全運転を 

         心がけましょう。 一句 「罰金は悔しいよりも自己嫌悪」 

前沢弘之会員  タイ珍道中、お疲れさまでした。水野会長エレクト、年次総会に向けてがんばって

下さい 

小川洋一会員  久しぶりに心身ともリフレッシュ出来ました。 今日からまた仕事に酒に？？？に

がんばります 

杉本信一会員  休養に入ります。本年はありがとうございました。 

山﨑和彦会員  会長の話がありました、楽しいクラブにしましょう。水野エレクト、楽しみにして

います。頑張って下さい。 

池田豊文会員  佐藤さん、今日はおられませんが、ガバナーノミニ-の確定おめでとうございます。 

八木 勉会員  特に何もありませんが、来週あたり、いい事があるような気がしますので、スマイ

ルします。 

森田正紀会員  もう 12 月、1 年が早いです！ 山崎さんのライン、優しさがあふれていますね。 

        すごいです！ 

水野 茂会員  タイ旅行で病気になりましたが、本日、日本の病院に行って、アレルギーが判明し

ました。ウィルスではなかったので安心して出席出来ました。 

吉野賢治会員  とうとう師走を迎えました。忘年会シーズン、飲み過ぎに気をつけましょう。 

        風邪気味です。体調をくずさない様、皆さん気を付けましょう。 

        先日の 11/17 の義援金 25 万を津久井まちづくりセンターに届けました。 

          

                  

 

 

 

 

 

 

例えば、親睦委員会の役目としてお客様の接待

があり、お茶を入れるとなどしますから、そのた

めに親睦委員長は始まる 30 分前に来ていないと

接待ができません。その他色々な役目があります

が、一人一人原点に戻り、自分の役割をよく把握

して一年間やって頂きたいと思っています。 

定款で以前は正月など年 4回の休会を第 6条第

1 節としていましたが、今現在は第 7 条第 1 節(C)

となっています。ところが活動計画書やプログラ

ムでは以前のままで、間違った表示をしていま

す。よそへ出しても恥ずかしくないものを作成す

ることも必要です。何はともあれ、自分自身が原 

 

点に戻る形で次年度を進めて行きたいと思って

おります。 

 水野会長に男になって頂くために、一生懸命や

りますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

 


