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第 1165回例会
ビジター＆ゲスト

来週 2／23 はロータリーの創立記念日であり、今月 金沢 邦光 様（第 5 グループ AG／相模原中 RC）
は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です。積極的に 中村 礼二 様（地区副幹事／相模原東 RC）
取り組んでいる RC もあるようですが、我々の様な少 磯崎 嘉徳 様／松嵜 英剛 様（相模原 RC）
数クラブでは、調べ学び、理解を深める事位しか出来 細川 康治 様／今井 均 様／大矢 成行 様（座間 RC）
ませんが、夫々行動して頂きたいと思います。

≪IM のご案内≫ I･
M 実行委員長／磯崎嘉徳様
今年度の I･
M を担当する事になり

・2018 年地区研修･協議会の案内
4／8（日）12：30 点鐘

登録期限：3／9（金）

ました。
「ロータリーは次世代のため

県立保健福祉大学（横須賀）

に何が出来るか」をテーマに開催し

・クラブ細則についてアンケート

回答期限：2／28

ます。基調講演の講師は、海洋冒険家の白石康次郎氏

・IAC1 泊研修会の案内

3／24～25（土･日）

です。パネルディスカッションでは、私達ロータリア

小田原スポーツ会館

登録〆切：2／23（金）

ンに何が出来るかを探り、明日のロータリー活動の資

登録料：6,000 円（宿泊）3,000 円（日帰り）

とします。懇親会には桜美林大学音楽専修の「Hola

・PETS 開催案内

3／13（火）10：00 点鐘

Girls 21」による演奏をお楽しみ頂きます。伝統と格

藤沢商工会館ミナパーク 登録･送金：2／23（金） 式を保ちつつ、明るく楽しい I･
M を開催したいと思っ
・次）「公共イメージ＆社会･
国際奉仕セミナー」案内
3／7（水）14：30 開会
登録料：2,000 円

アイクロス湘南

登録〆切：2／23（金）

・卓話者データベース登録のお願い

〆切：2／28（水）

ロータリアン・外部（各推薦状用紙あり）
・I･M 出席者数･物故会員報告と登録料のお願い
3／24（土）ラポール千寿閣 登録料：8,000 円
・次)会長幹事会の案内

ていますので、多数のご参加をお願い致します。
金沢邦光 AG／中村礼二 副幹事
金沢 AG／ガバナー公式訪問 2 週間
前にお邪魔した際に、大野 RC は毎
年、奉仕活動もしっかりと行っているのに、是まで補
助金を活用して来なかったのは勿体ないとお話しまし

2／20（火）18：30 とん平 た。大谷ガバナーは、
「財団寄付は貯金と思って下さい。

≪会長幹事会報告≫

貯金したものが何年か後に帰り、それを奉仕活動に役

・次年度 RI テーマの件

立てて下さい。」と常々仰っています。1 度も補助金を

・ 〃

IM の件 2019 年 3／9（土）ラポール千寿閣 使った事が無い大野 RC には、是非補助金申請をして

・「新会員の集い」地区主催は 5／26（土）開催予定

頂きたいと思っています。先日の「地区補助金説明会」

・会員増強及び寄付状況の報告

に、座間・角尾両会員に出席して頂きましたが、終了

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 後に無理ではないかと感じたようです。中村副幹事曰

2／15（木）津久井中央

く、
「やり方は色々ある」という事なので、方法によっ

2／16（金）大和田園

て必ず補助金は取れると思います。中村副幹事も、そ

2／26（月）相模原柴胡※

のお手伝いをされて来ましたし、次年度は当クラブの

2／27（火）相模原南

田所会員が地区補助金管理委員長に就任しますので、

週報受領
その他来信

相模原南

お誕生日、結婚記念日
相模原柴胡 おめでとうございます！

ロータリー手帳予約開始の案内

是非挑戦して頂きたいという事で、急遽時間を取って
頂きました。今年度、第 5 グループでは、相模原東、

津久井中央、相模原柴胡の 3RC が補助金を得ています 変えて通ったクラブが多かったように感じました。今
ので、例を示しながらお話頂きたいと思います。

年度の予算は 800 万円ですが、次年度は 1,000 万円と

中村副幹事／昨年 11 月に、中村地区財団委員長の卓話 増額されます。折角の機会です。出来るだけ相談に乗
があったそうなので、今日は具体例を示しながら何か っていきたいと思いますので、是非ご検討ください。
ヒントになればと思います。昨年度は、地区財団資金 金沢 AG／8 月の「ひばりの夢コンサート」は、私も
推進委員として、今年度分（昨年 3 月末締切、4 月審 参加して、十分に可能性があると思いました。早めに
査）の修正やアドバイスを数クラブ担当しました。地
区 HP に掲載されている過去の実績（2016－17 年度）
には載っていない今年度についてお話します。相模原
東 RC の「剣道大会」は、今年で 21 回目です。基本的
に地区補助金は新プロジェクトが対象ですが、継続事
業の申請も可能だと知り、申請を決めたのは締切の 3
週間前でした。今迄のやり方ではなく、申請が通る形
に組み直して慌てて提出したという経緯がありますの
で、大野 RC もまだ十分間に合うと思います。約 20 年
前、小･中･高校生の剣士で、道場で稽古している子ど
も達に、試合出場の機会を与えられればという目的で
始めました。実際は相北会（市内にある複数の道場の
団体）の道場対抗戦に協賛する形で行い、クラブから
は 15 万円程度拠出し、運営は相北会任せの状態でし
た。是では申請できないので、会員も参加する形にし、
駐車場の整理誘導、試合のタイムキーパー、昼食提供
の給仕等をする事にして申請しました。特定の受益者
にお金を出してはいけないので、優勝者にトロフィー
や賞状を出せません。大会なのに表彰しないのは無理
があり、総費用 35 万円の予算で、「剣道大会一式」で
は通りません。最終的に解決した手段は、30 万円でプ
ロジェクトを組み、5 万円は別予算（剣道大会と切り
離して）として表彰分に充てました。書類の書き方や
主旨を少し工夫するだけで、可能性があるということ
を一番にお伝えしたいと思います。津久井中央 RC は
何の問題もなく通りましたが、柴胡 RC は途中で修正
をお願いしました。「清新小学校で椎茸栽培」として、
テント 3 張（45 万円）＋苗等（5 万円）計 50 万円の
予算でした。額が多い事、テントも全て子ども達の為
なら可、会員の休憩用では不可でした。そこで、テン
トを雨天用・救護用・休憩用に分け、休憩用を辞退し
2 張を通してほしいと作文して、結果 15 万円減額で通
りました。減額では成り立たないと、取り下げたクラ

出 席 報 告

ブもありましたが、形や参加方法を

考えを纏めて申請して下さい。

今月のお祝い
会員誕生日

中丸剛会員（7 日） 座間勇会員（20 日）

配偶者誕生日 松本正子様（12 日） 齋藤厚様（23 日）
結婚記念日

松本素彦会員（13 日）

スマイル報告

今年度累計 ￥231,000
金澤邦光 様 本日は、地区中村副幹事とお邪魔致し
ました。地区補助金の件で力になって頂きましょう。
磯崎 I･
M 実行委員長、PR お疲れ様です！
中村礼二 様

本日は、お邪魔いたします。

磯崎嘉徳 様

本日は、I･
M の PR で参上致しました。

3 月 24 日（土）に、ラポール千寿閣で開催します。
多数の皆様の御出席をお願いします。
座間 RC より参りました。当クラブも

細川康治 様

15 名のクラブです。本日は宜しくお願い致します。
今井均 様

相模原大野 RC の皆様、こんにちは‼ 初

めて伺わせて頂きました。宜しくお願い致します。
大矢成行 様

初めてお伺いしました。素晴らしい会

場ですね。皆様、ゴルフがお上手そうに見えます。本
日は宜しくお願いします。
松嵜英剛 様

お世話になっております。今日は天気

が良いので、布野さんとランチをご一緒したく参りま
した。宜しくお願い致します。
相模原 RC の磯崎様、I･
M を宜しくお

藤井啓三 会員
願いします。
座間勇 会員

誕生祝い、有難うございます。中村様、

本日は宜敷くお願いします。金澤 AG、磯崎委員長、
座間 RC の皆様、ようこそ。例会楽しんで下さい。
中村副幹事、金沢 AG、本日は補助金

角尾彰央 幹事

説明にお越し頂き有難うございます。磯崎委員長、I･
M 宜しくお願いします。座間 RC の皆様、松嵜さん、
ようこそいらっしゃいました。楽しんで行って下さい。
齋藤美希子 会員

主人の誕生日祝い、有難うございま

した。すっかり忘れていました。
中丸剛 会員

43 歳になりました。有難うございます。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

13 名

1名

11 名

1名

0名

4名

91.67 ％

修正出席率
1／31 75.00 ％

今後の予定 2/28(水)クラブ協議会《創立 25 周年》3/7 (水)【水と衛生月間に因んで】角尾会員 3/14(水) 中丸会員卓話

