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第 1167回例会
・神奈川県ロータリアンテニス大会（上野杯）案内

今月は、「平和と紛争予防／紛争解決月
間」です。先週は、会長幹事共に欠席しま

4／10（火）湘南ローンテニスクラブ
参加費：7,000 円

登録締切：3／31（土）

したが、布野会員に月間に因んだ卓話をお ・第 5 グループ親睦ゴルフコンペ案内
願いしていました。今は便利なもので、ス
マホで週報を読むことが出来ます。若い布野会員が忙
しい中勉強して、歴史的な事を織り交ぜながら興味深
い卓話をして頂いたと思いました。私も多少は知って
いるつもりですが、報道で見聞きしても直ぐに忘れて
しまいますので、繰り返し話を聞く機会を設けること
も良いことだと思います。特に若い方には色々勉強し
て頂きたいと思いますが、若い方がいないことにはク
ラブの存続に関わります。毎回言っていますが、増強
をして行かなければなりません。会費の減免も理事会
決定しましたので、是非頑張っていきたいと思いま
す。話は戻りますが、日本は“平和ボケ”の状態で、
紛争を身近に感じることはありません。第二次世界大
戦終戦は 1945 年 8 月 15 日ですから、今年の夏で戦後
73 年になります。当クラブの戦争体験者も兒玉名誉会
員だけです。戦争の怖さ、苦しさ、辛さは、話には聞
いていても分かっていませんが、何時、何かの切っ掛
けで世の中が一変することも無いとは言えません。紛
争予防・解決は、放って置く事のできない問題です。
世界的には大変な事が沢山起きている訳で、少しでも
ロータリーとして協力するためには、会員を増強して
クラブに体力を付け、活発な奉仕活動が出来るように
なればと思います。今年度も残り 4 ヶ月ですが、頑張
って増強に力を入れて下さい。宜しくお願いします。
・台湾東部地震義援金協力のお願い

締切：3／28（水）

・地区協議会「クラブ管理運営部門」質疑応答の件
①

RI 戦略計画とその推進について

②

変化する規定審議会について

③

会員の義務 My Rotary 登録推進について

事前質問受付期限：3／23（金）

申込：3／31（土）

4／17（火）相模湖カントリークラブ
参加費：23,000 円（懇親会費・キャディ含）
例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

3／9（金）相模原グリーン※
その他来信

地区米山学友会「交流」

相模原大野 RC 細則改正について
現）第 6 条

会費

本クラブの年会費は 240,000 円とする。会費は
次の通り支払われる：7 月と 1 月の各半期ごとに
120,000 円。クラブ年会費には、RI 人頭分担金、
「The Rotarian」誌またはロータリー地域雑誌
の購読料、地区賦課金、クラブ会費、ロータリ
ーまたは地区によるその他の賦課金で構成され
る。
（標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則
に第 6 条を含めることを義務づけている。
）

⇓
新）第 6 条

会費（適用開始は 2018 年 3 月 1 日）

本クラブの年会費は 240,000 円とする。但し、
35 歳未満の会員と起業 3 年未満の会員の年会
費は 160,000 円とする。減免措置の基準日は年
度初の 7 月 1 日とし、その時点で減免条件を満
たしている会員は、当該年度中は減免措置が適
用される。会費は次の通り支払われる：7 月と
1 月の各半期ごとに 120,000 円ないし 80,000
円。クラブ年会費には、RI 人頭分担金、「The
Rotarian」誌またはロータリー地域雑誌の購
読料、地区賦課金、クラブ会費、ロータリーま
たは地区によるその他の賦課金で構成される。
（標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に
第 6 条を含めることを義務づけている。）

笠井会長：「おとのわ」「市内小学生の吹奏楽」等、音

座間勇 創立 25 周年実行委員長

楽関係の基金にすると言うことになったのでは？

5／12（土）の創立 25 周年記念式典に 座間委員長：
「ふるさとコンサート」も支援を始めて約
備えて、着々と準備を進めていますが、印 10 年、今年から相模原南 RC、相模原西 RC にも協賛
刷物が少し遅れています。3 月中には出来 して頂く事になりました。谷口台小の吹奏楽も継続し
上がると思いますので、手分けをして PR をして頂き

て行うことになり、補助金申請の準備も進めています

たいと思います。やらなければならない事が山程あり

が、形になっていないのは、女子大の車椅子プロジェ

ますので、資料が整い次第、順次ご協力をお願いしま

クトだけです。活動を進める手伝いになればという寄

す。先ず来賓ですが、創立 20 周年時を参考に 16 名（リ

付と考えては如何でしょうか。

スト参照）を予定しています。この他にご招待した方

田所会員：我々がどの様に関わり、いかに汗をかくか

が良いのでは、という方がいればお知らせください。

が大事で、そういうものに出していかないと意味が無

また、今年度の各 RC 会長幹事様にはご案内を出しま

くなってしまうのではないかと危惧しています。ロー

すし、次年度の各 RC 会長幹事様の中にも出席を希望

タリーの奉仕として相応しく、尚且つ使途が明確でな

される方がいらっしゃると思いますので、仮に各 RC

い寄付は賛成できません。

現・次会長幹事が出席するとなれば、それだけで 44

角尾幹事：本来なら、我々自ら車椅子を調達し、修理

名になります。ご案内を差し上げて、大まかな人数が

や整備を行って必要とする所へ送ることが最良の形で

分かれば、会場のレイアウトと席次、記念品の決定と

すが、そこまで至っていないのが実状です。記念事業

発注をして行きます。特別代表の川井彦策さんも、大

については、夫々意見があるようなので、来週の理事

変楽しみにしていると伺っていますし、息子さんと 2

会の議題にさせてください。

人でご出席して頂けるそうです。川井彦策さんを名誉

田所会員：プロジェクトを進めるのならば、細かい部

会員にする件は、相模原西 RC と調整中ですが、正式

分までキチンと詰めて行うべきで、そこは真剣な話し

に決まれば当日発表しても良いのかなと考えていま

合いが重要だと考えます。車椅子プロジェクトに関わ

す。経費ですが、パンフレット印刷に約 43,000 円、

るなら、女子大の小泉先生が担っている部分を本来は

会場費、食事代、記念品、講演料 20 万円、おとのわ

我々がやるべきで、会員数が少ないから、資金的余裕

謝礼、その他諸費用でどの位掛かるのか、登録料（1

が無いから出来ないというなら、手を出すべきではな

人 8,000 円？）を頂いて賄えるかどうか、3 月中を目

いと思います。2 か月後の記念事業とするには話合い

安に、予算書の他、各資料を整え、皆さんのご意見を

の時間が足りないのではないでしょうか。プロジェク

伺いと思います。懇親会には「おとのわ」の皆さんに

トとして進めるにしても、記念事業とは切り離して考

演奏をお願いする予定ですが、面白い懇親会にしたい

えて頂きたいと思います。具体的な話が無く、お金を

と思いますので、良いアイデアがありましたらお知ら

出すだけの様に感じてしまうのは私だけでしょうか。

せください。創立記念事業ですが、R 財団・米山奨学

座間委員長：どんなプロジェクトも、最初から完璧に

会への創立記念寄付は行わない事になりましたが、相

は出来ません。試行錯誤しながら皆で汗をかき、結果

模女子大の車椅子プロジェクトが進んでいないこと

としてロータリーらしいプロジェクトに育てて行けれ

もあり、地元の活動を支援するのも良いのではないか

ばと思います。進めるための切っ掛け作りになればと

と考えますが、如何でしょうか。

考えましたが、理事会に委ねたいと思います。

田所会員：お金だけを出す形になるのではないか、ロ
ータリーの奉仕活動として相応しくないのでは、と思
います。R 財団や米山への寄付と意味合いが異なるの
ではないでしょうか。

今後の予定
3／14（水）卓話／中丸剛会員
3／21（水）法定休会

(春分の日)

3／28（水）夜間例会（詳細未定）

出 席 報 告

4／4（水）クラブ協議会≪創立 25 周年について≫

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

6名

6名

0名

1名

50.00 ％

修正出席率
2／14 91.67 ％

