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第 1186回例会
その他来信

今日は新年度になって 3 回目の例会です。 例会変更

ハイライトよねやま 220 号
※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

「三日坊主」という言葉がありますが、こ

7／19（木）津久井中央 相模原ニューシティ※

れは、飽きっぽくて長続きしないことを言

7／20（金）相模原グリーン※

います。昔の人は、商売が上手く行かなか

7／23（月）相模原柴胡※

大和田園

ったり、生活が苦しくなった時に、寺に入ればご飯が

7／24（火）相模原南※

食べられると、安易な考えでにわか坊主になります。

7／27（金）相模原グリーン※

しかし、僧侶としての修行や戒律に耐えられる訳がな

7／30（月）相模原東※

く、3 日位で逃げ出す人が多かったことが由来です。こ

7／31（火）相模原南 相模原中※

相模原柴胡※

れの対義語が「継続は力なり」で、浄土宗の宗教家で ★相模原西 RC 今年度の例会変更について
ある住岡夜晃氏の「讃嘆の詩」の一部なのです。私は
この 2 つの言葉に共感を覚えます。6～7 年前からエレ

点鐘

例会場
センチュリー相模大野8F
18：30～食事可

ビジター費

第1週

19：00

投げ出してしまいます。暫くすると、また練習を始め

第2週

12：30

センチュリー相模大野8F

2,500 円

るの繰り返しです。1 年位すると、不思議と 1 フレーズ

第3週

19：00

〃 7F ボン･ロサージュ
18：00～食事可（FD 付）

5,000 円

弾けるようになっています。皆さんも「三日坊主」に

第4週

12：30

センチュリー相模大野8F

2,500 円

ならず、ロータリーを「継続」して頂きたいと思いま

第5週

12：30

キギターを練習していますが、3 日程すると嫌になって

す。最初は小さい奉仕活動でも、
「千里の道も一歩から」

〃

〃

2,500 円

2,500 円

※ 8 月 3 週目は夏季休会につき 9 月より適用

で、大きな奉仕に拡がっていきますので、その第 1 歩
として例会には必ずご出席ください。次週は夜間例会 角尾彰央 親睦担当／地区 RAC･IAC 委員
です。松本会員も久し振りにご参加頂けるそうなので、 ① 7／25（水）の夜間例会は、19：30 点鐘、ボーノ
多数のご出席を宜しくお願いします。

相模大野 6F「さがにわ」で BBQ を行います。現在の
参加は 10 名ですが、欠席予定の方も、当日都合が付け

・西日本豪雨被害地への義援金協力のお願い
目安／1 人 1,000 円以上

ば是非ご参加下さい。
少し先の話ですが、12 月の Xmas

送金期限：8／10（金） 家族例会は、センチュリー相模大野を予約しました。

・地区米山奨学セミナーの案内

出席者報告：8／17

8／25（土）14～15：35 アイクロス湘南 6F
・相模原西 RC、END POLIO NOWキャンペーンの案内

12／22（土）18：00 からとなります。詳細が決まり
次第、パンフレットを作りお知らせしますので、ご家
族同伴でご参加ください。

「東林間サマーわぁ！ニバル」にて募金活動他

② 先日、地区委員会に出席しました。インターアクト

8／4（土）14～20：30 8／5（日）15～20：30

クラブ会員による初々しい発表と、IAC の歌（歌詞）

場所：（有）リスコン前（南区上鶴間 7-2-12）

に感動しました。

・相模原橋本 RC、END POLIO NOWキャンペーンの案内 布野一喬 幹事
「橋本七夕まつり」にて募金活動他

9 月 2 週目（9／12）に、親クラブである相模原西 RC

8／3（金）16～21：00 8／4（土）14～21：00

例会に全員で参加する予定です。折角の機会ですので、

8／5（日）14～20：30 場所：神明大神宮入口近

多数ご出席をお願いします。

田所会員：学校関係なので、相模原市の教育委員会に
座間会長：先週のクラブ協議会の後、加藤大聖君と電 も PR すれば、相当数集まるのではないかと思います。
話で話をしました。クラブ側の事情を理解して頂き、 後は集計方法・纏め方ですね。総額 50 万円は超えて
相模原大野 RC 主催で了承を得ました。おとのわによ いませんが、補助金のプロジェクトなので、クラブの
る会場予約が先行したために、行き違いがありました 中から 3 名を委員（補助金管理者・プロジェクト統括・
が、申請書通りに進めることが出来そうです。田所会 事務的担当）を中心に進めてはいかがでしょうか。特
員も、地区補助金管理委員長としての立場があります に補助金管理は複数で担当する方が望ましいです。
ので、筋を通さなければなりませんし、自クラブを優 座間会長：通帳の名義は布野会員なので、齋藤会員と
遇した等と言われることの無いように、厳正に対処す 2 人で補助金管理をお願いし、小口会員には、プロジ
るのは当然です。気が付いた点、問題点等があればお ェクトの統括をお願いします。齋藤会員は、3 月は多
聞かせいただき、1 つずつクリアにして行きたいと思 忙なので、皆さんで協力し合って進めていきましょう。
います。子ども達も、音響設備の整ったグリーンホー 最後に、8／22 の「ひばりの夢コンサート」ですが、
ルでの開催を楽しみにしています。

厳しい暑さの中、体調不良･熱中症対策として、保険を

布野幹事：プログラムの主旨・経緯・概要など、ひと 掛けたいと思います。小口会員に見積もりをお願いし
り一人に理解して頂く必要があると思いますので、地 ます。
（昨年度は傷害保険を契約。対象 400 名、死亡･
区補助金申請書を皆さんにメールで送ります。必ず目 後遺障害 1 人につき 150 万円、入院 1 人につき 1,500
円、通院 1 人につき 1,000 円。保険料 4,220 円）

を通して下さい。
座間会長：会場の収容人数は 1200～1700 名程度です。
保護者の他、一般客も入場して頂けますが、混乱しな
いよう、誘導に手を割く必要があると思っています。
角尾会員：会場費の他、照明・音響設備の使用料があ

インターアクトの歌
ここにつどいし我らは 誇りも高し インターアクト
地域社会に奉仕の理想 示せ今こそ その誠
微笑をもて 差し伸べよ手を

ります。早急に見積もりを取らなければなりません。

世界を結ぼう インターアクト我ら

加藤大聖君と一緒にホール側と打合せが必要です。
座間会長：少ない人数の中、夫々、担当を決めて準備
をして頂くようになりますが、宜しいでしょうか。
小口会員：満席を目指しているのか、関係者だけで半
分埋まれば良いと考えるのか、それによって動き方も
変わります。席数を埋めるのであれば、自治会の掲示
板にポスター掲示を依頼する等して、葉書・FAX 等で、
事前申込みを受付けた方が良いと思いますが、無料と
なると、申込んでいても当日来ない事も多々あります。
角尾会員：補助金申請書にも、J-com とタウンニュー
スに広告を出すようになっていますので、一般の方に
も周知出来ると思います。

インターアクトの目的
ロータリー会員が、第 5 の奉仕部門である「青少年奉
仕」の下、若い人たちが社会奉仕と国際奉仕を通じて
行動し、リーダーシップのスキルを養い、世界平和と文
化理解を促進する世界的視野を得られるよう、積極
的かつ個人的にエンパワメントに力を注ぐことを通じ
て、青少年と若者によってもたらされる好ましい変化
を認めること。学生と青少年が、社会奉仕と国際奉仕
を通じて行動し、新しい文化を発見し、世界市民とし
て国際理解を推進し、学校と地域社会におけるリーダ
ーとなるためのスキルを養い、地元と海外に友人を作
り、「超我の奉仕」の重要性を認識しつつ楽しむこと。

座間会長：
「ふるさとコンサート」も、南文化センター
を満席（300 名程度）にしています。谷口台小も吹奏
楽コンクールに出ているので、どの程度の集客数があ
るのか、学校側に確認します。また、近隣の RC にも
案内はするつもりです。観客が多い方が、子ども達も

出 席 報 告

気持ちよく演奏できると思います。

今後の予定
8／1（水）クラブ協議会《ひばりの夢コンサートについて》
8／8（水）【会員増強･維持月間に因んで】地区委員
8／15（水）夏季休会（定款第 8 条第 1 節ｃによる）
8／22（水）「ひばりの夢コンサート」＆夜間例会

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

2名

11 名

1名

0名

2名

91.67 ％

修正出席率
7／4 91.67 ％

