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第 1195回例会

昨日、大谷 PG の依頼で、片山右京名誉会員と相模
原南 RC を訪問しました。9／12 には西 RC を訪問して

・北海道胆振東部地震義援金協力のお願い
目安＝500 円以上／1 人 送金期限：10／31（水）

いますので、クラブによって例会運営の違いを感じま

・西日本豪雨義援金報告

した。中澤会長のカラーが鮮明で、ロータリーの話で

D2670（四国）

はなく、蓄音機の話をされていました。第 5 グループ

D2690（岡山･島根･鳥取）1,028,644 円送金

も同じで、前年度金沢 PAG も精力的でしたが、今年度

D2710（広島･山口）

の清水 AG も様々な面で活発に活動されています。公

週報受領

地区総額：3,085,931 円
1,028,643 円送金
1,028,644 円送金

相模原柴胡

式訪問は残り 2 クラブと聞いていますので、次年度の その他来信

ロータリー米山記念奨学会 2017 年度

AG に繋がるように頑張って頂きたいと思います。

事業報告書・決算報告書（2 部）

今日は、オートバイの話をしたいと思います。皆さ

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

ん「ヨシムラ」をご存知ですか。創業者の吉村秀雄氏

9／27（木） 相模原※

は“神の手”を持つと言われ、九州の田舎でエンジン

10／3（水） 相模原西

のチューンナップをし、バイクレースに出していまし

10／5（金） 津久井※

た。1965 年に八王子に移転し、ホンダからエンジンを 10／10（水）相模原西
購入し、チューンナップをして販売していました。彼

ゲスト＆ビジター

津久井中央
相模原グリーン※
10 月は「米山月間」です。
地区目標は 20,000 円／1 人
ご協力よろしくお願いします！

の凄さは、普通、旋盤で削るカムシャフトをグライン

清水寿人 様（第 5 グループ AG／相模原柴胡 RC）

ダーで削っていて、本田技研の創立者・本田宗一郎氏

八木美左男 様（相模原グリーン RC）

が「ヨシムラに部品を出すな。」と言ったほど脅威を感 ≪清水ガバナー補佐より≫

年度が替わり、初訪問が

じていたそうです。ワークスが個人に負ける事は普通

今日になってしまいました。先日、橋本

考えられず、本田宗一郎は知らなかったという説、個

RC 公式訪問の際に、原幹朗幹事が「五

人の作ったものがワークスを超えては困るという説も

輪で自転車競技が緑区を走る」と熱弁さ

あり、定かではありません。日本国内ではダメだと感

れていました。緑区の 3RC（津久井･
津

じた吉村秀雄は渡米し、スズキのバイクのチューニン

久井中央･橋本）が協力して、五輪に向けて何かイベン

グをしますが、非常に不運な人で、放火に遭ったり、

トが出来ないかと話が出ているそうです。大野 RC も、

人に騙されたりと、ボロボロになって帰国します。そ

南･西 RC と親子関係ですので、協力して出来ることが

んな彼を受け入れたのが「モリワキ」で、バイク乗り

あれば考えて頂きたいと思います。少人数だからこそ

の聖地と言われる「鈴鹿 8 耐」に出場し、スズキがホ できる事もありますが、大勢でなければできない奉仕
ンダを破るという伝説を作りました。本田宗一郎は職

活動もあります。色々な形で協力しながら、それでも

人気質で、気に入らなければ“卓袱台をひっくり返す” 足りなければグループ全体という事も可能です。昨日、
様な人でした。彼らの様に世界に通用する職人が出て

新クラブが RI から認証を受けました。相模原カメリア

来ることを望みます。自動車の世界は、電気自動車に

RC です。チャーターメンバ 28 名（全て女性）です。

移行しつつあるので、
“F1”の様なものは無くなると、 性別を限定した RC は出来ませんので、これは偶々で
片山右京さんも言っていましたが、若い人は勿論、我々 す。西 RC の田島夫妻がアドバイザーで、昨日初例会
も 1 つ夢中になるものを持っていたいと思います。

があり参加してきました。第 5G は 13 クラブとなり、

私が直接聞いたわけではありませんが、杉岡 GE が新

るためにチームを作る必要があると思います。実行委

クラブを考えているという話も聞こえています。相模

員長は引き続き齋藤会員にお願いするとして、フォロ

原には未だ対象者がいるのかなと思います。柴胡 RC

ーする会員 3～4 名を決めたいと思います。

も 12 名迄減少した事があり、半ば強引に 25 名迄増や 布野幹事：
「子どもの夢叶えるコンサート」は、会員全
しました。皆さんも会員増強に力を入れ、奉仕活動に

員で取り組む事が目標なので、皆さん積極的に関わっ

より一層励んで頂いて、歴史ある大野 RC が益々発展

て頂きたいと思います。田所会員にはアドバイザーと

し良いクラブになって行く事を願っています。

してサポートして頂き、きちんとした申請が出来るよ

≪相模原グリーン RC

八木美左男様より≫

今日は、 う準備を始めなければなりません。

10／20（土）・21（日）の「潤水都市さが

座間会長：次年度の事業ですし、12 月１週目の年次総

みはらフェスタ」内で行うプログラムの PR 会に向けて、会長・幹事も決めなければなりません。
に参りました。当クラブと相模原市障害者 布野幹事：今日はあまり時間がありませんが、次のク
地域作業所等連絡協議会（障作連）が協働 ラブ協議会では間に合いませんので、補助金申請に対
で行います。障害者施設 115 施設が参加され、地区補 応するチームだけでも決めて頂きたいと思います。
助金を受けての事業です。相模原市で傷ましい事件が

座間会長：11／3（土）の第１回地区補助金説明会に

あったからこそ、何かやらなければという思いで始ま

出席する必要があります。
（来年 1／26（土）には第 2

りました。それですべて解決する訳ではありませんが、 回地区補助金説明会）アクティブに動ける方にお願い
半歩でも 1 歩でも前へ出て何かしようという主旨で動 したいと思いますので、小口会員、中丸会員には心積
いています。障害者の方達が夫々何が出来るのか、事

りをお願いし、11／3 の説明会には齋藤会員、布野会

業所と交流を図りながら仕事を増やし、工賃の向上を

員が出席（田所会員は地区委員長として出席）し、そ

目指すことが出来ると考えています。オリジナル製菓

の後チームを決める事で宜しいでしょうか。では、皆

試食・ワークショップ・障害福祉サービス事業所製品

さん宜しくお願いします。

販売を予定しています。当日は、障害者が応募した絵
を、桜美林大学の学生がデザインしたテント二張りを
披露します。障害者の絵入りの持ち帰り用の袋も現在
準備中です。当日は是非お越し頂き、活動のご協力と
ご支援を頂ければと思います。

スマイル報告
清水寿人

様

定では今日は「日産ヘリテイジ見学」で
した。申込みの時点で既に一杯で、日程
を変更したところ皆さんの都合が悪く中
止としました。これには、2～3 ヶ月前の予約と人数確
定が必要ですので、皆さんの意向をお聞きして時期を
見て改めて申込みたいと思います。
座間会長：今年度、地区補助金受給が決まっていた「子
どもの夢叶えるコンサート」は、諸般の事情で辞退す
ることになりました。次年度受給するために、新たに
申請しなければなりません。既に、来年 8／3 にグリー
ンホール相模大野を押さえていますので、確実に進め

出 席 報 告

￥58,500

来月の補佐訪問を待ちきれず、大野

RC さんへ来てしまいました。本日は、宜しくお願い
致します。
八木美左男

座間会長：協議会の前に 1 件、当初の予

今年度累計

様

元気ですかー！ 本日お邪魔させて

頂きます。10／20・21 の「さがみはらフェスタ」の
PR に参りました。当日のご参加お待ちしております。
座間勇

会長

清水 AG、本日はご指導宜しくお願い

致します。
角尾彰央

会員

清水 AG、いつもお世話になってお

ります。本日は宜しくお願いします。ユーモアのある
お話を楽しみにしています。相模原グリーン RC 八木
様、ようこそいらっしゃいました。キャンペーン承知
しました。ガンバって下さい。

今後の予定
10／10（水）卓話「柔道から学ぶ人生」小口伸夫会員
10／17（水）クラブ協議会《ガバナー公式訪問に備えて》
10／24（水）→10／14（日）地区大会に振替
10／31（水）クラブ協議会《ガバナー公式訪問》

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

修正出席率

14 名

2名

9名

3名

1名

0名

75.00 ％

9／12 75.00 ％

