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司会   池田豊文 SAA  水野 茂会長  斉唱 それでこそロータリー 

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 

21 21 20 1 95.24％  85.71％ 85.71％ 

本日欠席者 沼崎会員 

 

さて、22 日には少年野球閉会式が行われ、出

席された会員の皆様、日曜日のお昼のお忙しい

時間にもかかわらず、ありがとうございました。

当日は早めに会場に到着したので、決勝戦を見

ることが出来ました。白熱した試合で９０分で

は決着がつかず、タイブレークに持ち込まれま

した。最後はサヨナラで決着がつき、スピリッ

ツジュニアＢＢＣが見事優勝いたしました。残

念ながら準優勝した中央イーグルスの 6 年生が

悔しさのあまり、涙ぐんでいる姿を見て、子供

たちは、本当に一生懸命に頑張っているんだと、

胸を打つ感動を覚えました。 

最後に、子供たちの頑張っている姿を見て、

ロータリー杯の野球大会は今年が最後になりま

すが、今後も青少年育成事業を、続けていきた

いと考えております。 

 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

今年も立冬が過ぎ、日照時間も短くなり、朝晩

の気温も下がり、季節も秋から冬へと移り変わっ

ています。週末には津久井の山々も今を盛に紅葉

の見頃で、自転車やバイク、車で渋滞になる位に

多数押し寄せています、今後益々忙しくなり、寒

さも一段と増しますので、十分体に気をつけて過

ごして頂きたいと思います。 

昨日は、プロ野球では日本シリーズをソフトバ

ンクホークスが優勝し、Ｊリーグでは川崎フロン

ターレが優勝を決めました。ソフトバンクは、四

連覇を達成し黄金期を迎えています。ドラフト指

名選手以外の育成契約の選手が、多数活躍してい

ます。常に勝てるチーム作りをめざし、監督やス

タッフとでシミュレーションをして、実戦の中で

若手を鍛える場として、今すぐには芽が出なくて

も中長期的なビジョンを持って、若手を育てる場

としての三軍を創設しました。おそのかいもあっ

て、今のソフトバンクがあります。片や川崎フロ

ンターレも所属する２９人の内１７人が生え抜

きの選手で構成されていて、外国選手や他チーム

からの移籍に頼らずチーム作りを進め、「お金を 

かけないで強くする」を合言葉に、育成しながら、

チームを強化してきました。育成に賭けるお金に

対しては、対照的なチームですが、改めて育成の

必要性がクローズアップされるシーズンでした。 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

12 日に行われました理事会の報告を致します。 

・佐々木克己氏、山本篤司氏入会推薦が承認

されました。佐々木克己氏は藤野名倉の三

和精機工業の社長さんです。職種は製造業

で 47歳です。もう一人は山本篤司氏 41歳、

(株)ヤマモトの代表で、職種は福祉施設で

す。山本さんはお父さんもお祖父さんもロ

ータリアンです。これから口説きに入りた

いと思います。 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

11/22（日）試合観戦、閉会式・表彰式への出席 

 水野会長、小川幹事、沼崎、田畑、八木、 

池田、佐藤尚、高橋、前沢（9 名） 

 

試合観戦 

「スピリッツ Jr BBC」対「中央イーグルス」 

※優勝を決める白熱した素晴らしい試合。両チー

ム譲らずタイブレークまでもつれ込みました。 

 

表彰式 

・水野会長による優勝旗、優勝カップ授与 

・各チームへの表彰状、参加記念品(ボール)授与 

・参加メンバー全員による子供達へのメダル授与 

・水野会長による、簡潔な来賓祝辞 

 

優勝： スピリッツ Jr BBC 

準優勝：中央イーグルス 

第 3 位：A‘SOULS 

敢闘賞：川尻クラブ 

 

＜事業費（確定）＞ 

 商品(メダル)、参加賞(ボール)の購入代金 

 78,140 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少年野球補助事業報告 

前沢弘之青少年奉仕委員長 
 

・年次総会ですが、12 月 26 日の 6 時から HK

ラウンジで行います。 

・相模原協同病院のクラウドファンディングに 

 クラブから 10 万円の寄付が決定しました。 

・11 月 24 日の会長幹事会の報告を致します。 

 地区大会の登録料返金について、クラブから

一人 8000 円の登録料を送金していますが、

決算が終了した後に精算して余ったお金を

各クラブに按分して返金予定だそうです。 

インドからの緊急支援について、地区で170

万円ほど集まり、ニューデリーＲＣがグローバ

ル補助金で申請しているので、承認が下り次

第、送金する予定とのことです。 

 新会員の集いが12月の予定でしたが、3月20日     

 に変更になりましたが、どのような形で行なう

か協議中です。 

オンツー・台北国際大会登録は締切が12/25で

すので参加される方は登録をお願いします。 

 

2020 津久井中央ロータリー杯の開催報告を

いたします。 

＜事業内容＞ 

相模原市緑区少年野球連盟学童部「親善学童軟

式野球秋季大会」を兼ねた「津久井中央ロータ

リークラブ杯」を共催・補助 

主催者：相模原市緑区少年野球連盟学童部 

共催者：当クラブ 

参加 全 4チーム（津久井地域少年野球チーム） 

大会日程 11/8 11/15 11/22（全 6 試合） 

 

＜会員の活動内容＞ 

11/8（日）開会式への出席 

 水野会長、小川幹事、吉野、井上、池田、 

高橋、佐藤尚、前沢（8 名） 

・水野会長による、元気が出る来賓挨拶 

・水野会長による、力強い始球式 

  

※各チームの「選手宣誓」で少年達は、コロナ

禍で試合が練習も試合もなかなかできなく

て辛かったが、やっとできるようになってと

ても嬉しいと口を揃えて言っていたので、協

力できて本当に良かったと思いました。 

 

 

原 幹朗様の話 

皆さん、こんにちは。相模原協同病院のクラウ

ドファンディングの件ですが、お陰様で 1,500

万円の目標を達成することができました。ご協

力、本当にありがとうございました。また、津久

井中央クラブからも御奉仕を頂けるという事で

感謝しております。ありがとうございます。 

クラウドファンディングは 1,500 万円の目標

は達成しましたが、もう一声という事で 2,000

万円を越えたいと思いまして、今年が 2020 年な

ので 2,020 万円という第 2 目標を設定致しまし

た。引き続きご支援頂ければと思っております。 

この関係で毎週月曜日の夜 7 時から HK ラウ

ンジで会合を開いております。オープン参加です

ので、お時間がある方は是非お立ち寄り頂ければ

と思います。 

また、来年 1 月にできれば合同の例会を開催

したいと思っております。また当クラブからも連

絡があると思いますが、是非ご検討頂ければと思

います。 

 

 



 

 

 

 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原橋本RC 

 原 幹朗 様  最近なかなかメイクに伺えなかったので、おわびにスマイル致します。 

         佐藤市議、そしてクラブの皆々様のご支援にて協同病院のクラウド当初目標を達成でき

ました。そして更なる第 2 目標(2020万円)を設定いたしました。引き続きのご協力をよ

ろしくお願い致します。 

津久井中央RC 

 水野 茂会員  原さん、いつもありがとうございます。小川さんがお疲れのようなのでスマイルします。 

小川洋一会員  コロナの第 3波が来たようで、寒波なら我慢できますが、3波はいただけません。 

田畑和久会員  原さん、いつも色々なおみやげを頂き、ありがとうございます。少年野球も無事終り、

今年の活動もあとわずかとなりましたが、会員各位、コロナ感染には充分注意して下さ

い。特に愛煙家の皆さんはマスクはずしての、おしゃべりに御注意下さい。 

高橋幸一会員  原会員、ようこそお越し下さいました。少年野球大会、大変お世話になりました。 

        連盟の理事長として心から感謝申し上げます。子供達は大会名で大会を覚えます。ロー

タリー杯を知らない子どもはいません。来年も何らかの形で支援してほしいです。 

池田豊文会員  橋本クラブの原さん、ようこそお越し下さいました。いつもありがとうございます。 

日曜日、我が家に子猫がやってきました。私は犬派ですが、猫もなかなかかわいいです

ね。家に帰るのが楽しみになりました。 

吉野賢治会員  原さん、度々のお越し有難うございます。津久井観光センター(花の園地)のまわりがイ

ルミネーションできれいです。5時～10時まで点灯しています。癒しになると思います。 

        八木さん、野菜ありがとう！ 

八木 勉会員  最近、例会を休みがちで申し訳ございません。 

山﨑和彦会員  ジャイアンツ弱すぎ！ジャパンカップ楽しみましょう！ 八木さん、新鮮な野菜ありが

とうございます。今夜はサンマでダイコンおろしです。 

前沢弘之会員  少年野球「津久井中央ロータリー杯」、大変ご苦労様でした。高橋さん、ご尽力ありが

とうございました。 病院等への寄付、会員増強など色々できることがありますね。 

山口八重子会員 今日は三の酉です。帰りに神社に寄って帰ろうと思います。原様、ようこそいらっしゃ

いませ。いつもお世話になります。今日もありがとうございます。 

具 尚禮会員  少年野球に参加された皆様、お疲れ様でした。日曜日の仕事で参加できずすみません。

チャラい人はいましたね。 

本田泰章会員  暖かい日が続くので、仕事も順調。他にネタがないので、次回までに考えておきます。 

佐藤尚史会員  週末、久しぶりに湖の周りをウォーキングしました。多くの方々と挨拶を交わし、すが

すがしい気分になりました。 

西迫洋美会員  原さん、いらっしゃいませ。明日は横浜へ、次は山梨西山温泉へとなかなかホームステ

イが出来ません。自粛を心がけます。 

森田正紀会員  原様、本日もありがとうございます。今日は女性の間の席。緊張した例会でした！ 

小山里枝会員  原様、本日もありがとうございます。そろそろネームプレートをご用意！でしょうか。

八木さん、立派な野菜をありがとうございます。少年野球大会、お疲れ様でした。 

井上 旭会員  原様、ようこそお越し下さいました。いつも高額なスマイルありがとうございます。 

過日の少年野球閉会式に出席された皆さん、ご苦労様でした。11 月の例会も本日で終わ 

りです。次回は師走。コロナ禍で今年の師走は例年とどう違いがあるのか楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 


