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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 

20 20 19 1 95.00％  90.00％ 80.00％ 

本日欠席者 具会員 

 

 まず、嬉しい報告があります。先だって推薦を

させて頂きました佐藤尚史さんですが、年会費が

入金になりましたので入会が決定し、2 週間後の

ガバナー公式訪問の時に入会式を行いたいと考

えております。 

 すでに理事会で推薦が承認された人が 5 人ほ

どいますが、ぼつぼつ個別に回ろうかと思ってい

ます。来週 22 日には会長と私で山口弘一さんを

口説く予定で、会員増強委員長の山崎さんが段取

りをしているのが、藤野の日相建設の山崎さん、

千木良の井上工業所の井上さん、名倉の佐々木さ

んです。何とか 5 名の会員増強を達成したいと思

っています。 

 18 日の日曜日は地区大会が行われます。会

長・幹事・会長エレクトの 3 名で行って参ります。 

 来年のＩＭが 3 月 6 日に行われますので、今か

ら予定して頂ければと思います。 

 

 皆様、こんにちは、元気ですか！ 

本日は、来る 29 日のガバナー訪問に先立ち、第

５A グループガバナー補佐の相模原グリーンロー

タリークラブ福山ガバナー補佐をお迎えいたし

ました。今回で第５A グループの最後のクラブ訪

問なりますので、しっかり対応したいと思いま

す。 

ここで少し福山ガバナー補佐の紹介をします。早

生まれですが、私と同学年で今年還暦を迎えられ

ました。フクヤマ画廊と言う画廊を経営されてい

て、芸術には一切無関心な私とは正反対の方で

す。芸術の秋とも言われますが、春夏秋冬どの季

節にも芸術に対する興味が殆どわきません。わが

クラブでも、お酒やゴルフ、ギャンブルなど、芸

術に触れていない人も多数いると思いますので、

現在フクヤマ画廊が開催している、「片桐ひろえ 

作品展」が小田急百貨店新宿店本館１０階 美術

品売場で １０月２０日まで開催されていますの

で、足を運んで頂き、芸術に触れて人間としての

深みを増してもらいたいと思います。福山ガバナ

ー補佐に忖度（そんたく）しフクヤマ画廊の PR

をさせていただきました。 

本日は内容が多いようなので、幹事に怒られない

ように会長挨拶を短めにしておきます。以上を持

ちまして、会長挨拶とさせていただきます。 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

３. 会員増強・会員維持・クラブ拡大  

・地区会員数を 2021 年 7 月 1 日時点で、2500

人以上に  

・女性会員比率の向上  

・新クラブ（衛星クラブ等を含む）の拡大  

４. 青少年育成の推進 

・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。また、ロータリー賞

受賞に向け、指定された項目をクラブで実行

するよう奨励する。 

・インターアクト、ローターアクトの新クラブ

拡大 

・RYLA 開催(若い世代のリーダーを育成・発掘) 

・青少年交換事業の理解と協力  

５.クラブの戦略(長期)ビジョン策定の推進  

戦略計画を基礎として、各クラブでは今後５年

間程度の中期ビジョンを策定しクラブの将来

のあるべき姿を描き、その実現に向けての行動

計画を立てていただきたい。その為に戦略計画

委員会または長期計画委員会等の委員会を立

ち上げ、またはより活発に活動して頂きたい。  

 ６.奉仕活動推進のための R 財団への年次寄付  

目標１：地区年次寄付 50 万ドル  

目標２：ゼロクラブゼロの継続と全会員寄付 

 目標３：恒久基金 70,000 ドル増  

《目安》 年次寄付 200 ドル/1 名     

恒久基金 1,000 ドル以上/1 クラブ  

 ７.米山奨学会寄付  

寄付目標：5000 万円(20,000 円以上/1 名) 

 普通寄付+特別寄付  

 ８.ポリオ根絶の推進  

・ポリオ根絶キャンペーン促進、ポリオデーの

実施  

・ポリオ寄付(目標 100,000 ドル(40 ドル/１人))  

 ９.『1 クラブ 1 プロジェクト』の継続とプロジ

ェクト支援   

2019-2 年度地区方針「1 クラブ１プロジェク

ト」を継続し推奨すると共に、プロジェクト

実施のクラブ支援体制を整える 

  

今まではガバナー訪問でガバナーが話すこと

を今回は私が皆様にお伝えしました。当日ガバ

ナーはフリートークで、皆様からのご意見をお

聞きしますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

福山ガバナー補佐の話 
 

福山 茂 様  相模原グリーン RC 

 まず今年度のテーマですが、「ロータリーは機

会の扉を開く」ということで分かりやすいテー

マだと思います。皆さんはお仕事をされながら、

ロータリーの活動をされていると思いますが、

ロータリーの活動は人生に味付けをするような

ことではないでしょうか。色々な奉仕の機会と

か親睦の機会などをロータリーは用意してお

り、その機会を使って人生の味付けをしてほし

いというような事を仰っています。ロータリー

を利用して人生を豊かにして下さいという事だ

と思います。色々な機会がありますから、ぜひ

参加して頂ければと思います。 

 久保田ガバナーの紹介をします。生まれた年

は私と同じですが、学年は一つ下でもうすぐ還

暦です。鎌倉ロータリークラブに在籍されてお

り、2005 年の入会です。その前はローターアク

トを長くやっていらっしゃいました。会社は皆

さんもよくご存じの鳩サブレで有名な豊島屋さ

んで、常務取締役です。 

  

地区の目標について説明します。 

１. ＲＩ会長テーマおよびビジョン声明・戦略

(行動)計画・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  

ロータリー賞の各項目は、客観的に自クラ

ブを評価できるように設計されているの

で、クラブの強み弱点を把握できる利点が

あり、積極的に活用し、クラブの活性化活

用してもらいたい。 

  

 

   

ゲ ス ト 紹 介  
 

 

 



 

 

 

 

 
 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原グリーン RC 

 福山 茂 様  本日はガバナー公式訪問前のガバナー補佐訪問にまいりました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  福山ガバナー補佐、津久井までご苦労さまです。29 日のガバナー訪問よろしくお

願いします。 

小川洋一会員  福山 AG ようこそ津久井中央へ。本日は宜しくお願い致します。 

池田豊文会員  福山ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。よろしくお願いいたします。 

杉本信一会員  福山ガバナー補佐ようこそ、本日はご苦労様でした。今日も錦鯉は元気におよいで

いました。ようやく秋山川に慣れたようです。 

山﨑和彦会員  福山ガバナー補佐ようこそ、ご無沙汰しています。本日はご指導ありがとうござ

います。昨日、今日と寒くなってきました。明日も寒いようです。体に気をつけ

ましょう。 

小山里枝会員  福山ガバナー補佐、本日はありがとうございます。コロナ禍で大変な年度ですが、

お身体に気をつけてがんばって下さい。そしてこれからもご指導よろしくお願い

致します。さて…きょうの私のスーツはあと数年で40年のおつきあいになります。

ウエストパツパツですが、お昼おいしく食べられました。セーフです。 

西迫洋美会員  福山さん、いらっしゃいませ。土曜日にサントリーホールで N 響のコンサートが

ありました。台風が直撃との事で、ANA インターコンチネンタルホテルに予約し

てブーツをはいて出かけましたが、台風の気配がありませんでしたが、Go To キャ

ンペーンを利用できました。 

山口八重子会員 だいぶ涼しくなりましたが、マスクはうっとうしいです。メガネもくもります。

それでもスマイル、スマイル。福山様ようこそ。いつも画廊の前をのぞきながら

通っています。 

森田正紀会員  福山ガバナー補佐、本日はありがとうございます。また、ガバナー公式訪問、宜

しくお願い致します。 

前沢弘之会員  福山ガバナー補佐、本日はありがとうございました。ご無沙汰しているうちに、

会員増強、少年野球大会開催の決定など、前途が明るくなってきましたね。私の

目はまだいまいちで、お先真っ暗…？ 

本田泰章会員  今月、新しく営業車を 2 台納車。月末に重機を 1 台納車。これで車輛が 25 台。 

        これだけ仕事をさせてもらえる事に感謝です。 

吉野賢治会員  福山ガバナー補佐、ようこそ！ご指導よろしくお願いします。良い季節になりま

した。旅行をしたいですね！ 

沼崎善充会員  Go To、神奈川県民割、39 キャッシュバック、毎日～つかれてます。良い事ない

のでやけくそで車を買いました。 

佐藤祐一郎会員 福山 AG、本日はありがとうございます。昨年の台風 19 号から 1 年たちましたが

相模湖カントリーはいまだに道路工事中です。 

高橋幸一会員  福山ガバナー補佐様、ようこそお越し下さいました。前回、現場が楽しいなんて

申しましたが、とんでもない。基礎を打ってから、施主の希望で通路を広げてほ

しいということで、これから練馬です…。 

田畑和久会員  福山 AG、ようこそ津久井まで。津久井はコロナウイルスが少ないので、安心して

お話下さい。私事ですが、今月は毎週ゴーツートラベルしています。神奈川県民

割と相模原の 39 キャンペーンをつかうと、お金をもらって遊びにいけるのです。

不思議です。 

井上 旭会員  秋の清々しい天気に恵まれないまま、10 月も半分過ぎになってしまいました。早

く安定した秋空が待たれます。相模原グリーンRC福山AGようこそ津久井中央へ。

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 


