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第 1177回例会

創立 25 周年も無事終わりました。当初は、 角尾彰央

幹事／昨日、地区補助金管理説明会があり

この場所で記念例会として、慎ましく行う予 ました。細部に亘り決まりがあるので、確実に実行し
定でしたが、会長エレクトの情熱に押されて、 ていかなければなりません。先ず専用口座の開設、ク
今回の形になりました。他クラブでは、周年式典を行 ラブ負担分 15 万円の預入が必要ですので、今年度奉仕
わない所もあるようですが、会員間の結束を強める意 会計より支出させて頂きます。進捗状況はその都度例
味でも、やってよかったと思っています。会長の立場 会でご報告しますので、ご協力をお願いします。
で、遅刻･
早退となり申し訳なく思っていますが、この 布野一喬

幹事エレクト／昨日、次年度会長幹事会が

時期は大変多忙で、且つ人手不足でどうにもなりませ ありました。今年度地区では、200 名以上の増強（純
ん。秋口になれば落ち着きますので、クラブの行事、 増約 120 名）が出来、セミナーや取り組みの効果があ
会員増強に力を入れていきたいと思います。

ったのではないかという事でした。次年度も引き続き
力を入れるそうなので、私達も頑張りましょう。

・地区「新会員の集い」の案内
5／26（土）16 時

青少年交換学生はドイツから、受入校は桐光学園（川

藤沢商工会館ミナパーク

出席対象：入会 3 年迄の会員

登録期限：5／20（日） 田急線新百合ヶ丘駅、京王線多摩センター駅から乗

・大谷ガバナー＆ガバナーズ RC 感謝の集いの案内
7／3（火）18 時
会費：8,000 円

崎市麻生区）です。最寄り駅は小田急多摩線栗平駅（小

レンブラントホテル町田

換）、近隣の方は、是非ホストファミリーをお願いした
いそうです。ホスト RC は相模原南 RC です。

申込期限：6／15（金）
様（現・AG／相模原中 RC）

・川井俊幸様より、供花のお礼

金沢邦光

例会変更

先日の創立 25 周年おめでとうございま

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

5／18（金）相模原グリーン※

した。第 5 グループから多数ご参加があり、

5／21（月）相模原柴胡※

鈴木徹氏の記念講演も感動しました。知ら

5／25（金）津久井※
5／28（月）相模原東※

なかった事も多々あり、私自身大変勉強になりました。
相模原柴胡※

5／29（火）相模原南
週報受領
その他来信

相模原南 相模原柴胡
ハイライトよねやま 218

ビジター＆ゲスト
金沢邦光 様（ガバナー補佐／相模原中 RC）

笠井会長はじめ、座間会長代行、角尾幹事、1 年間有
難うございました。25 年目で初めて補助金獲得が決定
しましたので、清水 AGE も一緒になって活動して頂
ければと思います。清水寿人（としひと）さんを紹介
します。年齢は 55 歳、近年では最も若い AG ではな
いでしょうか。相模原柴胡 RC のチャーターメンバー

清水寿人 様（次・ガバナー補佐／相模原柴胡 RC） です。ロータリー歴は 12 年ですが、地区委員として
≪理事会報告≫

10 年以上、青少年交換に長く携わり委員長も経験しま

* 創立 25 周年特別会費として、8,000 円お願いする

した。次年度は地区危機管理委員も兼任します。お嬢

* 今後のプログラムの件（クラブ HP でご確認下さい） 様が、青少年交換学生としてオーストラリアへ行かれ
* 次年度クラブ活動計画書の件（提出は 5 月中に）

た関係もあると思いますが、青少年交換のホストファ

* 地区補助金支給決定の件（おとのわ･
小学校と確認） ミリーも、5～6 回経験済みです。宜しくお願いします。

清水寿人

様（次・AG／相模原柴胡 RC） 座間委員長：残念ながら、全員出席という訳には行き

先日の創立 25 周年、私も参加させて頂き ませんでした。特に、チャーターメンバーの松本会員
ました。少数クラブだと仰いますが、我々 は奥様の体調がすぐれ
相模原柴胡 RC も創立時 23 名でスタート

ず、兒玉会員は高齢で

し、2～3 年で 12 名迄会員数を減らしました。友人･ 参加できず、残念でし
知人を頼って、現在は何とか 24～5 名になりました。 た。完璧には出来ませ
2 年前、少人数ながら 10 周年と I･M に、力を合わせ

んでしたが、今回の反

て取り組んで来ましたので、大野 RC さんには大変親

省点を踏まえて、5 年

近感を感じています。娘が青少年交換に決まってから、 後の 30 周年に活かし
座間さんとはお付き合いがあり、結局 8 年程、地区青 て行きたいと思います。
少年交換委員会に在籍していました。ご恩返しと思っ

我々も元気でいられる

て務めてきましたが、今回 AG を引き受ける事になり、 よう頑張りますが、若
第 5 グループを盛り上げていきたいと思います。1 人

い会員の活躍に期待し

ではできません。是非、皆様のお力を借りながら務め

ています。皆様本当に

ていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

有難うございました。

今月のお祝い

座間勇 実行委員長
25 周年記念式典には、皆様にご協力いた
だき、有難うございました。角尾幹事と試
行錯誤しながら、年齢のためか思うように
動けず、PC も扱えないという二重苦で、どうしたも
のかと思いましたが、幸い、布野会員、齋藤会員、中
丸会員が助け舟を出してくれ、若い人の行動力と対処
能力の素晴らしさを改めて感じました。本当に感謝し
ています。反省する事ばかりですが、少ない人数でも
無事開催できた事で、ご容赦頂ければと思います。皆
さんからも、気づいた事等ありましたら、今後のため
に伺いたいと思います。
藤井会員：記念講演の鈴木さんは良かったと思います。
障害を持つ人の話は、普段聞く事は出来ませんから、2
年後のオリンピック・パラリンピックを控えて、良い
タイミングだったと思います。祝宴までご参加頂けな
かったことが残念です。
座間委員長：鈴木さんは当日、1 人で車を運転して来
られましたが、接待・送迎が手薄になったのではない
かと、小人数では難しかったと思います。招待状発送
が遅れたため、生沼 PG 他、地区関係者にご参加頂け
ませんでした。
布野会員：最初から関っていればと反省点もあります

出 席 報 告

が、達成感･
充実感を味わえました。

会員誕生日

奥様誕生日

角尾彰央 会員（23 日）

加藤広子様（14 日）

片山右京 名誉会員（29 日）

座間玲子様（28 日）

スマイル報告
金沢邦光

様

今年度累計

￥291,000

先日の 25 周年、おめでとうございま

した。素晴らしい会でした。本日は次年度・清水 AG
と引継ぎに参りました。1 年間有難うございました。
清水寿人

様

こんにちは。先日の創立 25 周年、お

めでとうございました。本日は、金沢ガバナー補佐と
引継ぎの為、参加させて頂きました。宜しくお願い致
します。
藤井啓三

会員

金沢様、1 年間ご苦労様でした。清

水様、次年度は宜しくお願い致します。
座間勇

会員

25 周年お疲れ様でした。そして玲子さ

んのお誕生日のお祝い、有難うございます。金沢 AG、
1 年間楽しい会長幹事会を有難うございました。清水
AGE、1 年間宜しくお願い致します。
角尾彰央

会員

金沢 AG、1 年間有難うございまし

た。清水次年度 AG、1 年間宜しくお願いします。

今後の予定
5／30（水）【青少年奉仕月間に因んで】座間 会員
6／6 （水）イニシエーションスピーチ／森崇彦会員
6／13（水）卓話／齋藤美希子 会員
6／20（水）年度末宿泊例会（エクシブ箱根離宮）

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

14 名

1名

9名

4名

0名

4名

69.23 ％

修正出席率
5／2 84.62 ％

