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第 1183回例会
思っていましたが、地区内 12 ある委員会に出席するか

今年度最後の例会となりました。1 年間

否かで違います。私は、ガバナーを受けた時から、
「皆

皆様に助けて頂きながら、無事務めること さんがここまで押してくれたのだから、委員会にも積
が出来ホッとしています。今年度は創立 25 極的に出席しよう」と、体調が許す限り出席し、数に
周年という節目の年でもあり、地区補助金 すると 250 回位になりました。私の所属する相模原南
申請にも挑戦しました。担当して頂いた方々には、多 RC は出席率が良くないので、私の出席率を貰いたい
大なご苦労をお掛けしたことと思います。会員数の少 等と冗談を言う人もありました。委員会に出て良かっ
なさは、会員一人ひとりの負担が大きいと改めて実感 たと思う事は、多くの人達と顔を合わせることが出来
しました。年度初めから「1 にも 2 にも会員増強」と申 た事です。人の顔と名前を覚えることは苦手でしたが、
し上げてきましたが、中々思うように行きませんでし 出会いの素晴らしさで、自然と覚えることが出来まし
た。4 月に漸く森会員を迎えることが出来、純増 1 名の た。ガバナーになって良く聞かれたのは「ガバナーは
目標は達成できました。3 回目の会長年度を終え、4 回 どの位お金が掛かるのか」です。皆さん最も興味ある
目が来ることの無いよう、次年度は会員委員長として、 ところのようです。中には、1 千万円も 2 千万円も掛
会員増強に力を入れていきたいと思います。最後にな かるのかと言う人もいますが、そんなことはありませ
りますが、会長代行として 1 年間会長幹事会に出席し ん。ガバナーは、“時間と体力”さえあればできます。
て頂いた座間会員、本当に有難うございました。

ガバナーは、GETS、国際協議会、国際大会などに夫
婦同伴で参加しますから、それなりの費用は掛かりま

・相模原市「社会を明るくする運動」寄付のお願い

す。世界には 539 の地区があり、539 人のガバナーが

週報受領

います。日本国内は 34 地区に分かれていますので、私
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と同期のガバナーが 34 人いるという事です。昨年 1
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月、サンディエゴで開催された国際協議会に世界 539

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 人のガバナーを集め、RI 会長のイアン･ライズリー氏
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が 1 年間の方針を発表しました。夫婦同伴で 1000 人
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以上が、貸し切りのホテルに 1 週間缶詰めになります。
朝 9：00 から夜 6：00 迄、トレーニングを受けます。

ビジター＆ゲスト

大谷新一郎 様（第 2780 地区ガバナー／相模原南 RC） 昼 1 時間休憩がありますが、3 食同じ食事です。1000
金沢

邦光 様（第 5 グループガバナー補佐 ／相模原中 RC） 名入るレストランに遅れないように集まりますが、分
大谷新一郎

ガバナー

科会の SAA がいて、時間に遅れると入れて貰えませ

5／12 の「創立 25 周年記念式典」には、 ん。入場をチェックされ、入れなかった人には補講が
秦野名水 RC の 30 周年事業と重なった為、 あると聞いて、まさかと半信半疑でしたが、本当にあ
出席できず申し訳ございませんでした。

りました。私達の大先輩である、横須賀 RC の小沢一

金沢 AG に全権委任し、後日、基調講演を含め大変素 彦 RI 理事から「大谷、ガバナーなんて大したことはな
晴らしい式典だったと報告を受けました。振り返りま い。ガバナーになって天狗になるようなやつになって
すと、この 1 年間、地区内 67 クラブを公式訪問しまし はいけない。世界で 500 人以上のガバナーが 1 年で生
た。是までも、先輩 PG を見て「忙しそうだな」とは

まれるのだ。10 年経てば 5000 人以上だ。」と、最初

に言われました。私が最も驚いたのは、539 名の内 109 等極力削減しても約 82,000 円のマイナスです。そこで
名（2 割）が女性でした。それが世界では当たり前な 次年度の増強目標を 3 名（内 1 名は減免会員）としま
のです。日本では 34 人中 1 人（佐々木千佳子さん／ した。増強が叶わなければ、赤字決算となる事は必至
青森）です。如何に遅れているか、これからは女性が です。私も勿論頑張りますが、皆さんのご協力の下、
主流だという事を、目の当たりにしました。大野 RC 何とか目標を達成して健全なクラブ運営が出来るよう
には女性会員がいますが、どんどん増やして頂きたい していきたいと思います。
“縁”や“切っ掛け”を大事
と思います。年度末に思う事は、AG 含め多くの人達 にし、今を“底”として上昇あるのみです。色々な仕
に助けられて充実した 1 年だったこと、職責を果たす 掛けを考えますので、一緒に頑張りましょう。
ことが出来たことは、偏に皆様方のお陰と感謝申し上
げる次第です。1 年間、有難うございました。
金沢邦光

ガバナー補佐

既に、清水 AGE と交代の挨拶をさせて
頂いたので、特にお話することはございま
せんが、大谷ガバナーが創立 25 周年に出席
できなかったため、急遽、年度中にお邪魔することに
なりました。大変フットワーク良く体力のある方で、
頼もしいガバナーだと思っていました。先月、献血活
動の応援に伺いましたが、その後、見た記事によると、
今後血液の不足は必至だそうです。高齢化が進み、人
口減少に加え若年層の献血離れと、数年先の予測が出
ているそうです。献血の重要性は増すばかりですので、
大野 RC さんには、今後も献血活動を続けて頂きたい
と願っています。来年もお手伝いできればと思います。
座間勇

大谷新一郎

今年度累計

￥318,000

1 年間、相模原大野 RC の皆様には

様

大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。
7／1 より、一会員として、ロータリアンとして、楽し
んで行きたいと思います。
金沢邦光

様

本日は、本当に最後のクラブ訪問です。

7／3 の「感謝の集い」宜しくお願い致します。
笠井透

会長

最終例会を迎えることが出来、ホッと

しています。大谷ガバナー、金沢 AG、有難うござい
ました。箱根離宮の会費余剰分もスマイル致します。
座間勇

大谷ガバナー、金沢 AG、1 年間お疲

会員

れ様でした。金沢 AG、本当に楽しい会長幹事会を有
難うございました。笠井会長、角尾幹事もお疲れ様で
した。次年度も皆んなで力を合わせて頑張りましょう。
宮崎雄一郎

会員

大谷ガバナー、金沢 AG、ようこ

そお出で下さいました。久し振りの出席で、少しまと

会長エレクト

いよいよ 2018‐19 年度が始まります。
年間プログラムは最終確認中ですが、内容
的にはハードなスケジュールになっていま
す。1 年間、このプログラムに沿って例会運営をすれ
ば、我がクラブも活気が出てくるのではないかと思っ
ています。その為にも、会員の皆さんには出席第一で
お願いし、一つ一つの例会を大事にしたいと思います。
次週の例会は、片山右京名誉会員が出席予定で、食事
は皆さんのリクエストにお応えしてカレーをお願いし
てあります。布野幹事の助けを頂きながら、卓話の充
実と楽しい例会にして行きたいと考えています。クラ
ブ活動計画書は 2 週目に配布予定です。今年度の決算
報告は次週の理事会の議題に上がりますが、繰越額は
約１万円程度になるそうです。現在の会員数で予算組

出 席 報 告

スマイル報告

をしましたが、会員誕生祝、広告料

めてスマイルします。今年度は、笠井会長、角尾幹事、
布野 SAA、御苦労様でした。
小口伸夫

会員

大谷ガバナー、金沢 AG、トロント

国際大会お疲れ様でした。座間新会長、次年度ヨロシ
クお願いします。サッカー日本代表は上位ランクのセ
ネガルと対戦し、全力で日本を負かせに来た相手に、
「そうは、さセネガル！」と頑張ってくれました！
布野一喬

会員

大谷ガバナー、金沢 AG、ようこそ

お出で下さいました。今日は危うく NIKE の短パンで
来そうになり、2,900 円の高級スーツがあり、何とか
なりました。本当に 1 年間お疲れ様でした。

今後の予定
7／11（水）クラブ協議会≪ひばりの夢コンサート≫
7／18（水）クラブ協議会≪子どもの夢叶えるプロジェクト≫
7／25（水）親睦例会≪BBQ 大会≫
8／1（水）【会員増強・拡大月間に因んで】地区委員
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61.53 ％

6／13 84.62 ％

