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司会  杉本信一 SAA  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 

19 19 18 1 94.74％ 100％ 75.00％ 

本日欠席者 具会員 

 

委員会によっては活動が出来ないまま今日を

迎えていると思います前回５月２８日の Web 例

会で申し上げましたが、今月の例会や最終の例

会を宿泊例会でなく 6月 21日午後 6時より田園

で行ないます。 

最後に報告ですが、5 月 29 日に栗林ガバナー

補佐主導のもと第 5 グループの皆さんの協力に

よりまして、相模原市病院協会に医療用ガウン

を 2,000 着寄贈できました。ここに皆様方の熱

い心に深謝申し上げます。 

まだまだコロナウイルスが無くなった訳では

ありませんのでくれぐれも気を付けて日常をお

過ごしください。 

 

 

皆さんこんにちは、会長の時間が参りました。 

第 1218 回目の例会です。コロナウイルスによる

外出自粛がなくなりましたが、相変わらず都会で

は感染者の数が減少していませんし、東京の感染

者が減少しない限り日常生活は自粛の時となん

ら変わりません。まだまだ３蜜は避けなければな

りません。 

そんな厳しい環境の中吉野君の計らいにより、

津久井観光センターで例会を開催することが出

来ました。久しぶりで皆さんが顔を合わせて例会

が出来ますことをうれしく思います。本来この形

が当たり前ですが、にくきコロナです。 

いよいよ今年度も大詰めを迎えてまいりまし

た。54年にわたり半世紀以上の歴史を持つ私達の

親クラブ、津久井クラブが 5 月 22 日を最後に私

達と合併を致しました。本日所谷さん、西迫さん、

山口さん、の 3名の方が私達のクラブへ移籍され

ました。後程自己紹介をいただきます。又、私達

のクラブメンバーも自己紹介をしてもらいます。 

また、本日は栗林ガバナー補佐もお忙しい中、

同席頂いておりますのでのち程ご挨拶をいただ

きます。 

年明け２月から今まで経験をしたことがない

コロナウイルスの世界的感染により、日常生活は

もちろんクラブ活動もままなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 井上 旭会長 
 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 メークアップ規定変更による出席報告について 

 規定審議会立法案（制定案）提出について 

6 月のロータリーレート 1 ドル＝108 円 

ガバナー月信 №11 

 

栗林ガバナー補佐 

相模原市病院協会へ防護服寄贈の通知 

第 15 回会長幹事会開催案内 

 

相模原橋本 RC   

例会変更通知 

 

 

幹事報告 小山里枝幹事 



 

     

 

栗林一郎 様  相模原南 RC 

その他の受領書類 

津久井商工会 

 新型コロナウイルス感染症に係る支援施策等

の情報提供について 

 津久井商工会における持続可能給付金申請に

係る支援について 

 

  

 

 

ゲ ス ト 紹 介  

 

栗林ガバナー補佐の話 

 皆さん、こんにちは。先週の Zoom 例会に引き

続きまして、また本日もお邪魔させて頂きまし

た。 

 先週は Zoom 例会の中で福山さんを紹介させ

て頂きましたが、次年度からは第 5 グループが A

と B に分かれます。福山さんは A のガバナー補

佐ということで、真面目で優しい方ですので、皆

さん一緒に楽しくやっていって頂きたいと思い

ます。 

 また、今日はいいタイミングで津久井クラブか

らの 3 名の方がお越しになっています。どうぞ

よろしくお願い致します。 

 ガバナー補佐の引き継ぎはまだ始まったばか

りで、今週、来週で終わらせようと思っておりま

す。今日は引き継ぎという形ではなく、一年間お

世話になった津久井中央ロータリークラブの皆

さんにお礼の挨拶をしたくて伺いました。 

 まず、100 人運動会に初めて参加させて頂いて

楽しい一日を過ごしました。あのような奉仕活 

 

動が楽しくできるというのは、良いことだと思い

ました。そして皆さんは個性が色々ですが、まと

まりがあり、とても楽しいクラブだと一年間で感

じました。 

 そして、お礼ですが、防護服（医療用ガウン）

を不織布で作らせて頂きました。うちの会社に 

塗装関係の会社の方がマスクの売り込みに来ま

して、マスクではなく防護服が欲しいと相談しま

したところ、防護服を作れるということでしたの

で、この話が進みました。 

 不織布で作りますと一枚 700 円位になります

が、皆様方のご寄付のおかげで 2000 着作ること

ができました。 

 単純に人数割りにしないのかというご指摘も

ありましたが、1 クラブ 10 万円ということでお

願いをさせて頂きました。クラブによって事情も

ありますので、相模原クラブと南クラブが足りな

い分を出しました。それと地区の補助金が 50 万

円支給されると思いますが、皆さんのご協力がな

ければできない事でしたので、ご協力頂きまして

本当にありがとうございました。厚く御礼申し上

げます。 

 もう一つ、地区の分担金ですが、今年度残った

資金がありますので、次年度に限り地区分担金を

減額することになります。その分も有効にご活用

頂ければと思います。 

 また、先ほど幹事の方からもご報告がありまし

たが、最後の会長幹事会は新旧合同で行うという

話があります。昨年と過去に何回か合同開催があ

りましたが、例年ということではありません。今

年度は今後 A と B に分かれてしまいますし、諸

事情もありますので新旧合同ではやらずに、杉岡

年度の会長・幹事さんに集まって頂き開催致しま

す。津久井クラブと相模原大野クラブの会長・幹

事さんにも声を掛けて、13 クラブ集まって最後

の会長幹事会を行いましょうというご案内をさ

せて頂きました。 

 本当に一年間、皆様方にはお世話になりまし

て、楽しく過ごさせて頂きました。勉強にもなり

ましたし、掛け替えのない一年間でありました。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 

 

西迫洋美会員 

 西迫洋美と申します。私が津久井ロータリーク

ラブに入りましたのは、時間ができまして何かボ

ランティアをしたいと思いましたが、一人の力で

はどうにもならないので、ロータリークラブで奉

仕活動をしようという思いからです。 

 ここでクラブが合併したわけですが、津久井中

央ロータリークラブとはとても縁があります。う

ちの主人は津久井ロータリークラブでバブルの

頃、もう一つクラブを作ろうと仕事そっちのけで

動いておりました。そんな縁もありますので、ど

うぞよろしくお願い致します。 

山口八重子会員 

 初めまして、山口八重子です。皆さんの足を

引っ張らないように心がけてやっていきたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。 

移籍会員自己紹介 
 

所谷 弘会員 

 所谷弘と申します。津久井ロータリークラブ

には約 3 年位在籍しました。仕事の方は観光バ

ス会社をやっておりまして、ここ 3 ヶ月くらい

売り上げが落ちています。かなり厳しい年にな

りそうな状態ですが、よろしくお願いします。 

 

 



               

スマイル報告 吉野賢治委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原南 RC 

 栗林一郎 様  皆様、いつも大変お世話になりありがとうございます。杉岡年度も残すところあ 

         と 1 ヵ月を切りました。何かあっという間の 1 年間でした。新型コロナウイルス 

         影響で、3 ヵ月くらいロータリーの活動もままならず、消化不良のような気がしま 

         すが、無事任期を終えられそうです。これもひとえに皆様のご支援の賜物と厚く

御礼申し上げます。そして最後に一言、ガバナーズクラブに向かって GO! 今後

益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

津久井中央 RC 

 井上 旭会員  栗林ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。いよいよ本年度最後の月にな

りました。コロナのためにすべての活動がストップになり、困ったものです。日

常生活を充分気を付けて過ごしましょう。 

小山里枝会員  久々の点鐘♪、胸に響きました。本日より 19 名のメンバーになりました。改めま

して、よろしくお願いいたします。 

前沢弘之会員  西迫さん、山口さん、所谷さん、これからよろしくお願いします。道すがら、学

校帰りの子供たちを久しぶりに見ました。何があるべき姿なのか、すっかり分か

らなくなりつつある昨今、「普通であるべきことが普通であるように」なんぞと、

またわけの分からないことを言い出したくなる今日この頃です。 

所谷 弘会員  津久井 RC より移動しました所谷です。仕事の方が、かなり激アツな観光業界の為、

色々と大変な年になりそうですが、宜しく御願い致します。 

山口八重子会員 はじめまして。お世話になります。今回の件では大変小山さんにお世話になりま

した。よろしくお願い致します。年甲斐もなく大変緊張しております。 

西迫洋美会員  お世話になります。出席一回目が津久井の花の苑池、たくさんの花にむかえられ、

感動致しました。これからもよろしくお願い致します。 

水野 茂会員  久しぶりの皆様集合しての例会。津久井クラブからの 3 名様には今後ともよろし

くお願いします。 

小川洋一会員  久しぶりの例会です。うれしいです。まだまだ新年度スタートが心配です。 

佐藤祐一郎会員 皆様、ご無事でなによりです。栗林 AG、Web 例会に続きありがとうございます。 

高橋幸一会員  皆様にご協力頂きました署名「神奈川の高校生に部活を思いっきりやらせてあげ

たい」2021 名分、県知事に直接手渡してきました。ありがとうございました‼ 

山﨑和彦会員  久しぶりです。皆さん元気で何よりです。西迫さん、山口さん、所谷さん、これ

からもよろしくお願いします。栗林ガバナー補佐、1 年間お疲れ様でした。これか

らもご指導お願いします。誕生日です。こんな時期ですが、夜は「山咲」を予約

してあります。 

沼崎善充会員  仕事のある方、仕事のない私にスマイルをお願いします！！ 

八木 勉会員  久しぶりの例会。みなさんの元気な姿が見れて、うれしいです。 

池田豊文会員  栗林ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。山口さん、西迫さん、所谷さ

ん、よろしくお願いいたします。ようやく例会が再開され良かったです！ 

森田正紀会員  みな様、お久しぶりです！栗林様、本日はようこそ！ 

         そして、西迫様、山口様、所谷様、これからよろしくお願い致します。 

田畑和久会員  皆様、久しぶりです。さすがに歌舞伎町には近づけないですね。佐藤さん、お気

をつけ下さい。                                           

吉野賢治会員  久しぶりです。栗林ガバナー補佐ようこそ。西迫さん、山口さん、所谷さん、 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 


