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司会   池田豊文 SAA  水野  茂会長    斉唱   我等の生業  

 

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％ 94.74％ 84.21％ 

本日欠席者 高橋会員 

 

なう雨域のことを言います。しかし、線状降水

帯の発生の予想は難しいそうです。なぜ線状降

水帯の発生予測は難しいのか。それは台風や梅

雨前線に比べて規模が小さく、発生から消滅ま

での時間もそれらより短い局地的な気象現象の

ためで、気圧配置や前線だけでなく、その地点

の風や地形も影響します。気象庁によると、事

前に発生を予測するには精密な気象観測と複雑

な予測モデルが必要で、現段階では数時間後や

半日後にどこで発生するか予想するのは非常に

困難だと言います。 

昨年の台風１９号では、井上会員の家屋が被

災したり、旧津久井郡の色々なところで土砂災

害や浸水等があり、人命も失われました。私達

の住んでいる場所も他人事ではありません。今

後各個人として出来る対策としては、気象庁や

各自治体の情報を収集して、早め早めの防災行

動をとることが大事です。「命を守る行動」を心

がけてください。 

最後に本日は、管理運営部門の活動方針説明

です。会長として各委員長にはご迷惑をお掛け

することがあると思いますが、１年間よろしく

お願いいたします。 

以上を持ちまして、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？私は元気です。 

本日の例会は津久井商工会館が使用できないの

で、ここ津久井湖観光センターの開催です。観光

センターの皆様会場提供ありがとうございます。 

本日は、相模原南クラブから大谷 PG、中村様、

例会においで頂き心より歓迎いたします。お二人

には、色々なところで、津久井中央に気に留め頂

き本当にありがとうございます。 

さて、この一週間、九州地方を中心に全国的に

数十年に一度の記録的な大雨になっています。大

雨に伴う、土砂災害、河川の氾濫、家屋の倒壊や

浸水等により、尊い人命が失われました。ご冥福

をお祈りいたします。 

数十年に一度の大雨とよく聞きますが、近年で

は毎年のように発生しています。気象状況は今ま

での概念では予測不能な状態になっています。 

この大雨をもたらしている要因の 1つは、線状降

水帯です。  

線状降水帯とは、次々と発生する発達した積乱

雲が列をなし、組織化した積乱雲群によって、数

時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞

することで作り出されます。線状に伸びる長さ 50

～300km程度、幅 20～50km程度の強い降水をとも 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 



 

     

 幹事報告 小川洋一幹事 

  

 

 

ビジターの話  

 活動計画書が出来上がりまして、お手元に届い

ていると思います。津久井中央ロータリークラブ

の沿革のページに、津久井ロータリークラブとの

合併日、RI の認証日、当クラブに来られた 3 名

についての記載ができませんでしたので、次年度

の活動計画書に記載して頂きますようお願い致

します。 

 先だっての理事会で決まりました津久井商工

会への賃貸料減免申請により、5 月分の賃貸料 2

万円が戻ってきています。 

 後ほど親睦委員長より説明があると思います

が、納涼例会の企画をして頂き、ありがとうござ

います。参加者負担金については別途話し合いに

より決定予定との事ですので、委員会で煮詰めを

して頂くようお願いします。 

大谷新一郎 様 

皆さん、こんにちは。久しぶりに訪問させて頂

きました。第二のふるさとと言いますか、そんな

感じで津久井中央ロータリークラブは私の心の

中にあります。 

本日は貴クラブ準会員の中村さんと一緒に参

りました。本人は全然相模原南ロータリークラブ

の会員と思っていません。 

新生津久井中央ロータリークラブになり、西迫

さん、山口さん、所谷さんが加わりまして、これ

からますますのご発展をお祈り申し上げます。 

来たる佐藤祐一郎ガバナー時には、我々も当然

ながら皆さんと一緒になって佐藤祐一郎さんを

これ以上の男にしていこうと思っています。そし

て、冠たるこの津久井中央ロータリークラブがあ

るということを、皆に知らしめようではありませ

んか。その為にはみんなで腕を組んで楽しく佐藤

年度を迎えるような形をとっていきたいと思っ

ています。私も微力ではありますが、頑張ってい

きたいと思います。ありがとうございました。 

中村辰雄 様 

こんにちは。久しぶりです。嬉しいです。 

 ロータリーの友今月号の 18～19 ページに私の

半年遅れの記事が載っていますので、必ず読んで

下さい。これからまた、津久井中央ロータリーク

ラブさんに時々お邪魔させて頂きますので、今後

ともよろしくお願い致します。 

小山里枝会員  第 4 回 

 

ゲ ス ト 紹 介

今年度方針  
大谷新一郎 様 相模原南 RC 

 

 

中村辰雄 様 相模原南 RC 

 

 

米山功労者表彰  

 



 

 

 

池田豊文会場監督委員長 

会長方針である、会員増強・会員維持につなが

るように心がけ、津久井中央ロータリークラブら

しい和やかな雰囲気の中、秩序正しく、気品ある

例会運営が出来るよう準備・進行・監督に努めま

す。また、会長・幹事、各委員会と連携し、円滑

な例会進行が行えるよう努力してまいります。 

一年間、よろしくお願い致します。 

 

山﨑和彦会員増強委員長 

 今年度は水野会長が会員増強を目標にしていま

すので、それに相応しい会員を集めるよう努力し

ていきます。会員を増強することで佐藤祐一郎さ

んがガバナーになった時の力になるのではないか

と思います。最近地区ごとの情報集会をやってお

りませんので、何回か開催して新しい仲間を増や

していきたいと思います。皆さんのご協力をよろ

しくお願いします。 

 

沼崎善充広報委員長 

本年度はロータリークラブの認知度や活動など

を幅広く地域の皆様に知って頂けるよう多種多様

のメディアなどを利用し、クラブの魅力をＰＲし

て新入会員の増強にも役立てていきたいと思いま

す。又出来る限りクラブのホームページの更新を

して、クラブと地域の交流に努めて行きます。 

尚、広報活動は各会員の協力が大きな力になり

ますので、多種情報などがあれば広報委員会まで

お知らせください。 

 

森田正紀プログラム委員長 

 小川幹事と調整をさせて頂きましたが、コロナ

感染拡大の関係で、非常に難しいです。まったく

予測がつかない中、前年度予定していたものを計

上しながら臨機応変に対応していきたいと思いま

す。おそらく、例年やっていた活動がほとんどで

きないだろうと思います。年間のプログラムを作

成しましたが、内容がかなり変更になることをご

了承頂き、それをできるだけ早めにお伝えできる

ようにしたいと思います。 

早速ですが、相模原サイクルイベントへの参加依 

 

 

 

 

頼が入ってきていまして、それを社会奉仕委員長 

と調整しながら組み込んでいきたいと思います。

また、会員卓話も津久井クラブからいらした方々

に自己紹介がてらお願いしたいと思います。 

一年間、よろしくお願い致します。 

 

杉本信一親睦委員長 

今年度は会長方針にある会員増強・会員維持の

指針に沿い、会員相互の親睦を深めて当クラブ内

の結束に努力していきます。特に新メンバーの会

員には楽しいロータリーを親睦事業を通して提

供して行きたいと思います。また、当クラブへの

来訪のビジターにも心のこもったおもてなしを

心掛けて行きたいと思います。 

尚、コロナ禍に負けないように努力して行きます

ので、会員の皆様には協力の程お願い致します。 

① 夏の納涼例会の実施 

② 年次総会時の親睦会 

③ 賀詞交換（新年会）実施 

④ 最終例会時の親睦懇親会 

 

佐藤祐一郎研修委員長 

 前年度の津久井ロータリークラブとの合併によ

り、我がクラブも新しい時代を迎えようとしており

ます。しかしながら改革の柱、DLP、CLP、戦略計

画等がロータリアンの口に登るようになって 10 年

以上になるにもかかわらず、其々の段階において達

成しているとは言い難いものがあり、それ以降入会

の会員にとっては全くわからないのが現状です。特

にクラブにとって大事なのは、CLP:効果的クラブを

構築することです。（会員基盤維持・拡大、奉仕プロ

ジェクトの実施、R 財団の支援、クラブの枠を越え

たリーダーの育成） 

 学び合い、志、目標を 1 つにし、新しい時代に適

応できる変化をとげることは、クラブの存続と発展

にとって不可欠です。その為にこれからクラブの方

向性、中期、長期にわたっての目標を設定しましょ

う。きっと本年度は新会員が増えるでしょう。色々

な情報も今まで以上に入ってくるでしょう。皆で積

極的に情報を共有いたしましょう。研修（特に新会

員に向けて）と長期計画（将来展望）を本年度の柱

としたいと思います。 

 

 

管理運営部門  

今年度方針説明  



 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原南 RC 

 大谷新一郎様  久しぶりにおじゃまいたします。中村準会員と参りました。直前井上会長、小山

幹事さん、お疲れ様でした。新年度、水野会長、小川幹事様、新生津久井中央ロ

ータリークラブのご発展を心よりお祈りいたします。 

 中村辰雄様   お久しぶりにメークに参りました。水野会長、小川幹事、一年間頑張って下さい。

皆様にお会いできてうれしいです。井上前会長、小川幹事様、ご苦労様でした。 

         今後とも準会員をよろしくお願い致します。 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  本日は大谷 PG、中村さん、雨の中ご来場いただきありがとうございます。吉野さ

ん、観光センターを使用させていただきありがとうございます。 

小川洋一会員  大谷さん、中村さん、ようこそ。新型コロナ、大雨、地震などいろいろな出来事

が起こっており、日本の今後の事が心配です。でもがんばって飲みに出かけます。 

佐藤祐一郎会員 先週は新年度早々休みまして、申し訳ありませんでした。 大谷 PG、中村さん、

ようこそいらっしゃいました。新年度も宜しくお願い申し上げます。 

吉野賢治会員  大谷パストガバナー、中村さん、ようこそいらっしゃいました。おみやげありが

とうございます。明日、テレビ東京 9：45 から「高田純次のじゅん散歩」が放映

され、津久井湖周辺と観光センターが出ます。時間のある方、見て下さい。 

山﨑和彦会員  大谷さん、中村さん、ようこそ！ いつもお世話になります。今年度もよろしく

お願いします。雨ではなく、早くお天道様を拝みたいです。 

前沢弘之会員  大谷パストガバナー、中村様、本日は当クラブが誇る新会長・幹事のためにあり

がとうございます。うちの新会長、お気づきのとおり、勢いだけの人ではありま

せん。 

沼崎善充会員  大谷様、中村様、遠いところありがとうございます。当クラブの水野会長、小川

幹事の変なコンビですが、ご指導の程よろしくお願いします。私は毎日がひまで

こまってます～。本日 10 万円の振込がありました。これでゴルフクラブ買えます。 

森田正紀会員  大谷様、中村様、本日はようこそ！各地での豪雨災害、大変な事になっています！

昨年の津久井の事もあり、当地区も心配です。 

西迫洋美会員  お客様、いらっしゃいませ。米山奨学生のガマゲ・ラチグ一家が今日本にいて、

毎週土曜日には「お母さん、買い物はないですか？」と連絡してくれます。これ

もロータリーのおかげです。感謝しています。 

山口八重子会員 今日も皆様にお会い出来て大変感謝です。 

小山里枝会員  水もしたたるイイ男!で大谷 PG と準会員の中村様、本日はありがとうございます。

この一年もどうぞ宜しくお願いいたします。本日のタウンニュースに水野会長、

一番良い顔で載ってましたネ!! 

池田豊文会員  大谷様、中村様、ようこそお越し下さいました。今年もよろしくお願い致します。                                           

井上 旭会員  新年度に入り 2 回目の例会に、相模原南クラブよりパストガバナーの大谷さん、

中村さんがお越し下さいました。大谷さん、美味しいおみやげありがとうござい

ます。本日は観光センター2F で行なわれます。活動計画書も出来上がり、名実共

にスタートです。 

 

 

 


