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司会  池田豊文 SAA  水野 茂会長   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 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

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％ 84.21％ 84.21％ 

本日欠席者 高橋会員 

 

張りたいと思いますので、ご協力の程よろしく

お願いいたします。今後もコロナウイルスの関

係で、活動計画が予定どおりに行かないと思い

ますが、皆様の知恵を出し合って解決していき

たいと思います。 

 話は変わりますが、6 月 24 日に第５A グルー

ブの会長幹事会が開催され、グリーンロータリ

ーのガバナー補佐福山さん、相模原ロータリー、

グリーンロータリー、橋本ロータリー、ニュー

シテイロータリーの会長幹事と当クラブの２名

合計で１１名の初顔合わせがありました。本来

なら３月位に開催されるのですが、コロナ禍の

影響で６月になりました、Aグループは相模原ロ

ータリークラブを中心のグループで、Bグループ

は南ロータリークラブを中心のグループだそう

です。コロナ対策のソーシャルディスタンスを

守りながらの会議と懇親会もお酒も入り、皆様

気持ち良く会話され楽しい会でした。ちなみに

ガバナー補佐が A グループには女性がいません

ねと小さい声でつぶやいているが印象的でし

た。 

最後に、一年間会員の皆様、特に幹事の小川

会員、事務局の山口さん色々と大変だと思いま

すが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

以上を持ちまして、最初の会長挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

元気が一番、元気があれば何でもできる、ご存じ

アントニオ猪木の名言です、今後 1年間この言葉

を頼りに、会長を務めさせていただきます、よろ

しくお願いいたします。 

まず最初に、井上前会長、小山幹事一年間ご苦

労様でした。今年に入りコロナ禍の中、いつもと

違うクラブの例会や休会、クラブや地区のイベン

トや行事の中止等大変だったと思います、本当に

ありがとうございました。 

さて、本年度のロータリーのテーマは、「ロー

タリーは機会の扉を開く」地区方針の中にある

「TOGETHER～＋もっと自由に」、「楽しむための一

番の方法は、例会であれ、会議であれ、みんなが

集まること（TOGETHER）です」と書かれています、

これらを参考に、本年度の活動方針は、会員増

強・会員維持をかかげました。 

クラブ設立から２７年が経過し、津久井クラブと

の合併を経て、新しい形の津久井中央ロータリー

クラブを会員全員で、作り上げていきましょう。

そのためには、新会員を増強することが必要不可

欠です。現会員、元会員、家族等にも声をかけ情

報を集め、加入することが大切です。粘り強く頑

張りたいと思いますので、ご協力の程よろしくお 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 



 

     

 幹事報告 小川洋一幹事 

  

 

 

今年度方針  

 27 年ぶりの幹事報告、いよいよスタートであ

ります。よろしくお願いします。 

今年度は関係書類受領の報告等はせず、皆さん

方が必要とする情報のみの幹事報告とさせて頂

きます。 

まず、津久井クラブとの合併承認について、国

際ロータリー日本事務局のクラブ・地区支援室長

より、RI 理事会において 5 月 28 日付けで合併が

承認され、合併後の津久井中央ロータリークラブ

の RI 加盟認証日は 1993 年 11 月 22 日という内

容の通知が届きました。 

先だって防護服を相模原市病院協会に寄贈し

た御礼状も届いております。 

また、第 5 グループが A と B に分かれました

が、誰がどのような経緯で分けたのかと質問しま

した。今年度のガバナーの方針で、第 5 グループ

は 13 クラブあり更に増える話もあるため、ガバ

ナー補佐が大変であることから A と B に分けた

ようです。 

A のガバナー補佐は相模原グリーンクラブの

福山茂さん、B の方は相模原西クラブの田島敏久

さんです。地区におきましてロータリーはクラブ

がメインだと言われていますが、クラブの意向も

聞かないで勝手に分けるのはどうなのかと意見

を言いまして、何か決める時にはクラブにも情報

を流してもらうようお願いしました。 

A の会長幹事会は毎月第 2 火曜日に行い、7 月

は A と B 合同で行います。 

ガバナー公式訪問についてですが、当クラブは

10 月 29 日で、その 2 週間前の 10 月 15 日にガバ

ナー補佐のクラブ訪問がありますので、今から予

定の調整をお願いします。 

ガバナー公式訪問につきましてはパターンが 3

つあります。パターン 1 は通常通りクラブの例会

が開催されている場合で、パターン 2 は例会をオ

ンラインで実施している場合、パターン 3 は 1 と 

水野 茂会長 

 今年度の活動方針をお話しするにあたり、本

来なら活動計画書が配布し、それを見て頂きな

がら話さなければならないのですが、少し遅れ

ています。来週には配布できると思いますので 

もう少しお待ち下さい。 

 今年度の活動方針についてお話致します。 

本年度は、会員増強・会員維持を最大のテー

マとして取り組んでいきます。ではなぜ会員を

増やさなければならないのか。ＲＩ会長のテー

マと方針に『会員数を増やすために数字にこだ

わるのではなく、持続可能かつ有機的な形で成

長できる方法を考えるよう求め、現会員を維持

し、クラブにふさわしい新会員を募ることにク

ラブが注力すべきです。新しい視野と経験を取

り入れ、新会員から学ぶことで、私たちがより

強くなれるのです。』とあります。 

ただ人が増えればいいわけではありません。

ロータリー活動に共鳴し、志を同じくする会員

が増えることが重要です。例えば新会員にはク

ラブの歴史や経験を、現役会員は新会員の新し

い視野と経験を学びあいクラブを盛り上げるこ

とが、クラブを維持していく上でも大変大事な

ことだと考えます。 

クラブ設立から 27 年が経過し、チャーターメ

ンバーも数名しかいない現状の中、伝統ある旧 

 

 

2 に当てはまらないクラブです。当クラブは通常

通りの例会開催ですのでパターン 1で行います。 

当日の予定は最初にガバナーとガバナー補佐

が会議をします。その後会長・幹事と会議を行

い、その後地区委員の佐藤さん、森田さん、前

沢さんに参加して頂きます。例会を行った後、

懇談会を一時間程予定しています。その内容に

ついてクラブ協議会で話し合ってほしいという

ことです。 

 



 

 

 
津久井ロータリークラブの会員も加わっていた 

だきましたので、会員全員の意見を聞き、今後の

中期ビジョンを策定し常に『新しい伝統をつく

る』気持ちで、クラブの活性化にも努めてまいり

ます。 

最後に、佐藤祐一郎会員が 2022－2023 年度の

ガバナーとして、胸を張って活動できる土台作り

にも、力を入れていきたいと考えておりますの

で、いつでも明るく元気で前向きなクラブを目指

すために、会員の皆様、一年間ご協力よろしくお

願い申し上げます。 

 基本は現状から最低 5 人増やして、佐藤会員

がガバナーになった時に恥ずかしくない規模に

しなければいけないですし、色々と行事も重なっ

てきますので、皆様にご協力を頂きながら今年度

の活動をしていきたいと思います。 

 現会員、元会員、家族の方々から推薦を得て、

できれば皆様一人一人が必ず 1 人推薦して頂き 

その場に会長、幹事が一緒に行って勧誘をしてい

きたいと思います。そのような方がいらっしゃい

ましたら、是非お声がけをして頂きたいと思いま

すので、ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ設立から 27 年目に入りました。メン

バーの入退会があり、今のメンバーに落ち着き、

数年がたっております。色々な面で慣れが見ら

れ、真摯に物事を行う意識が薄れる様に感じる

のは私だけでしょうか。 

奉仕活動においても代々続いている事業があ

りますが、漫然と同じことを毎年繰り返すので

はなく、検証を行う事が大切だと思います。 

本年度の会長方針は、会員増強・会員維持を

最大のテーマとしております。魅力的で活力あ

るクラブでなければ会員は増えません。 

魅力的なクラブとは何か・クラブはどうある

べきか・クラブの将来に対する展望は・そのよ

うな事を共感できる一年にしたい。それにはま

ず、出席をよろしくお願い致します。 

ここ数年途絶えている情報集会を必ず年 1 回

以上お願いしたいと思います。今回津久井から

来て頂いたメンバーもその場に参加して、早く

このクラブに慣れて頂くためにも情報集会の開

催をお願い致します。 

また、委員会においては、その委員会が行う

のではなく、委員長が一人で全部段取りをして

行っているのが今の形ですので、例会終了後に

5 分でもいいですから委員会を開き、委員全員

で決めて頂ければと思います。そのような交流

があればあるほど一人一人の関係がより密にな

ると思いますので、委員会の意思疎通をぜひ委

員長さんに図って頂きたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

 

 

小川洋一幹事 

 いよいよ本日から水野丸が出航致します。一年

間長い航海になろうかと思いますが、晴天の場合

だけじゃなく、嵐が来る場合や色んなことがある

と思います。無事帰航できますよう皆様方には

色々な面で切にお願いしたいと思います。 

 
 



 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  会長になって初めての例会です。皆様の協力よろしくお願いいたします。 

小川洋一会員  新年度のスタートです。一年間宜しくお願い致します。 

沼崎善充会員  沼崎、田畑、杉本連盟にて代表で杉本、 

田畑和久会員  スマイルいたします。 

杉本信一会員  水野会長、小川幹事、1 年よろしくお願いいたします。 

吉野賢治会員  本年度もよろしくお願いします。梅雨の合間の晴天、水野丸の船出を祝福しての

天気、活気ある楽しい一年を期待しています。頑張って下さい。 

池田豊文会員  今日から新年度の始まりですね。水野会長、小川幹事よろしくお願いいたします。 

山﨑和彦会員  いよいよ新年度ですね。たいへんな時期ですが、水野会長、小川幹事、頑張って

下さい。楽しくやりましょう。明日泊まりで、山中湖のハイメディックで検査し

てきます。 

前沢弘之会員  水野会長、小川幹事、期待どおりの快調なスタートですね。池田 SAA もとても良

い感じです。今年度色々楽しみです。 

所谷 弘会員  スマイルな出来事はまったくないのですが。今日より 1 年間のスタートです。迷

惑をおかけする事もあるかと思いますが、宜しく御願い致します。 

西迫洋美会員  7 月 1 日が年のまんなかでなく、今日 7 月 2 日が今年のまん中だそうです。あじ

さい、バラとたくさんの花が咲く、コロナさえなければとてもよい時です。 

山口八重子会員 今日は良いお天気過ぎる位でとても暑いですね。皆様、どうぞよろしくお願い致

します。 

森田正紀会員  水野会長、小川幹事、1 年間宜しくお願いします。楽しい例会にしましょう！ 

八木 勉会員  水野会長、小川幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

小山里枝会員  新年度スタートですね。水野会長、小川幹事、よろしくお願いします。身体に気

をつけて楽しく一年過ごせますように！！ 井上直前会長、一年間、正確には一

年半、お疲れ様でした。ありがとうございました。聴覚の不自由に負けず、ガン

バって下さったと思います。最終例会もお疲れ様でした。 

具 尚禮会員  井上前会長、小山さん、お疲れ様でした。水野会長、元気いっぱいで楽しそうな

例会、期待しております。今年度よろしくお願いします。                                          

井上 旭会員  いよいよ水野会長、小川幹事年度の始まりです。本日は梅雨の合間の素晴らしい

天気に恵まれ、幸先良いスタートです。これから先、水野会長リードのもと、み

んなで盛り上げて一年間楽しく過ごして行けますようご祈念申し上げます。 

本年度、スマイル委員長になりました。毎回全員 100%のスマイルをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 


