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第 1210回例会

私の年度も漸く下半期に入りました。

週報受領

相模原南 相模原柴胡

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

残り半年、ホッとしている部分もありま

1／31（木）津久井中央

すが、大野 RC らしいプログラムも考え

2／1 （金）津久井 相模原グリーン※

て行かなければならないという気持ち

2／4 （月）相模原東※

もあります。皆さんのご協力を宜しくお願いします。
昨日、加藤大聖君が店に来ました。「10 年間のご支

相模原橋本※（時間のみ変更）
相模原柴胡※

2／5 （火）相模原中※

第 5 グループ I・M

2／6 （水）相模原西

2／2（土）14：30
ラポール千寿閣

援、有難うございました。」とお礼の言葉を頂き、来

≪理事会報告≫

年からは自分達で全てやると確認しました。今年の

＊ 会員増強の件・・平田徹氏（可能性あり？）

「ふるさとコンサート」は 10 回目の区切りになりま

＊ 2、3 月プログラム変更の件（クラブHP で確認を）

すので、是非皆さんも行ってあげてください。私が胸

＊ ひばりの夢コンサートの件・・次週協議会で

を撫で下ろしているのとは逆に、次年度会長の布野会

＊ 親睦例会会計報告の件

員が色々動き始めています。次年度会長幹事会も始ま

＜Xmas 会＞

会費収入／155,000 円

りましたし、8 月の「ひばりの夢コンサート」と言う

センチュリー相模大野支払い

一大イベントがありますので、会員全員力を合わせて

子どもプレゼント代

頑張って行かなければならないと思っています。
最後に皆さんに、ご相談があります。本来ならば理
事会に諮る案件ですが、今朝、森会員から電話を頂き

112,820 円
5,292 円
118,112 円

計

☆ 155,000－118,112＝36,888 円（一般会計に）
＜新年会＞

会費収入／35,000 円

ました。下期会費と IM 登録料の納入に関して、業務

実家支払い

35,000 円

上少し厳しいという話でした。例会出席自体も難しい

☆ 収支±0

ので、1 年間の出席免除を希望しています。会員とし
て残りたい意思はあるようなので、何とか考えたいと

布野一喬 幹事

思います。RI・地区の人頭分担金、ロータリーの友等

先週の理事会で話し合われた事は、

実際に支払い義務が発生する分に関して支払って頂

2 月中に補助金申請完了、3 月中にパ

き、残りは分割で年度末までに支払いをして頂くよう

ンフレット作成、4 月配布の予定で進

にお願いする事として、本人に話をしてみます。この

めることになりました。齋藤会員が税理士会の業務で

件に関しては、皆さまもご了承下さい。

本日欠席ですが、実行委員会組織図については配布の
通りです。実行委員長は齋藤会員、委員に小口会員、

・IAC1 泊研修参加のお願い 申込期限：2／13（金） 中丸会員、角尾会員、布野幹事の 5 名が中心となって
3／23～24（土･日）三浦 YMCA

参加費：6 千円

進めます。皆さん快く引き受けて頂き有難うございま

・次年度向「公共イメージ・米山奨学セミナー」案内

す。組織図の中に、補助金申請担当、会計担当は記さ

3／6（水）14：30 藤沢商工会館ミナパーク
登録料：3,000 円／1 名

れていませんが、来月は半年前になるのでスピード感

返信期限：2／15（金） を持って進めて行かなければなりません。大野会員に

・第 5G 親睦ゴルフコンペの案内
3／26（火）津久井湖ゴルフクラブ

お願いしていた吹奏楽隊（自衛隊・警察等）は明確な
申込：2／15（金） 返事が頂けず、難しいと判断しお断りしました。

他に考えられるのは、県立相模原高校吹奏楽部、相模

るという事だけでも経験になり、その事だけに特化し

女子大吹奏楽部ですが何かご意見はありますか。

て考えたら如何でしょうか。
“おとのわ”とは、今迄の

座間会長：小学生の演奏もクオリティが高いですし、 繋がりもあるので“おとのわ”でも良いのでは。
音楽隊を招くのが困難なら、小学生に絞って考えた方

布野幹事：加藤君からの進言でプロを探すことになっ

が良いのではないかと思います。谷口台小は大きい大

た訳ですが、プロが無理となれば一つの案として“お

会への出場経験も豊富ですが、全員が大舞台を経験し

とのわ”という選択肢もあると思いますが。

ている訳ではありません。共和小、上溝小も含めて吹

田所会員：本来の目的を明確にするべきです。子ども

奏楽部全員に大舞台を経験させてあげる方向が望ま

達にもっと吹奏楽を好きになって、レベルアップをし

しいと考えます。

てほしいという事が目的ですか？

布野幹事：吹奏楽隊を呼べば、プロの演奏に触れるこ

布野幹事：
「ひばりの夢コンサート」を始める切っ掛け

とが出来ますし、楽器ごとに指導を受ける事も出来る

は、少なくなっている発表の機会を子ども達に提供す

のかなと思っていました。

る事でした。

田所会員：吹奏楽隊でなくても、プロ（経験者）の指

田所会員：目的を「発表の場を提供する」それ 1 本に

揮者でも指導は出来るのではないでしょうか。適任の

絞って考えた方が良いと思います。我々は、如何に集

方が見つかれば、実際に小学生を指導している先生方

客するかを役割として動いていくべきだと考えます。

の勉強にもなると思います。

布野幹事：色々意見が出ましたが、目的を「発表の場

小口会員：8／3 当日以外の練習時間は取れるのか、ま

を提供する」に絞り、我々は集客を頑張る事として、

た、取る必要があるのか？

補助金申請の準備に入ります。今後、クラブ協議会を

田所会員：公開練習・公開講座のような形にしても良

頻繁に行いますので、他 RC の実施方法等も参考にし

いのではないでしょうか。

乍ら集客方法、申込受付方法等も順次決めて行きます。

藤井会員：プロの指揮者を呼ぶとなると、相相当な費

小口会員：第一のターゲットは子ども達の保護者にな

用が掛かるのでは？

ると思いますが、不特定多数を呼ぶのに知恵を絞って

田所会員：そのための補助金なので、必要な費用を計

行かなければなりません。教育委員会や PTA 等にも声

上して申請すれば可能です。

掛けしては如何でしょうか

布野幹事：各学校の先生方に相談して、先生方の意向

布野幹事：先ずは早急に実行委員会を開き、担当（責

を確認してみます。

任者）と皆さんへの役割分担等を決めて行きます。

角尾会員：それならば“おとのわ”に頼んでもよいの
ではないでしょうか。子ども達は大人の演奏に憧れを
持ちますし、質問したいことも沢山持っています。
布野幹事：“おとのわ”は吹奏楽とは違うので、加藤
君の方から専門的な方に依頼したほうが良いのでは
と言って頂いた経緯があります。勿論、頼めば引受け
てくれると思いますし、指揮者に関しても加藤君にお
願いし探して頂く事も出来ると思います。
小口会員：当日行き成りプロの指揮者が来て、子ども
達が戸惑う事はないですか。先生方はどう思うか？
布野幹事：小学校の先生方に早急に話をしてみます。
角尾会員：子ども達にしてみれば、これまで体育館で
やっていた事が、グリーンホールの大舞台で演奏でき

出 席 報 告
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運営・・全体の統括、各連絡、次第、司会他
広報・・広報、ポスター、記録他
動員・・第 5G への PR、掲示、メディア対応他
会場・・誘導、案内、搬入搬出、音響、照明他

スマイル報告
大野治雄

会員

今年度累計

￥188,000

森林再生について、色々な方面で活

動しています。皆様にも協力をお願いする事がありま
すので、その際は宜しくお願いします。

今後の予定
2／6（水）➡ 2／2（土）第 5 グループ「I・M」
2／13（水）クラブ協議会【ひばりの夢コンサートについて】
2／20（水）卓話｢国境なき医師団について｣宮崎会員
2／27（水）クラブ協議会【ひばりの夢コンサートについて】

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

15 名

1名

10 名

4名

0名

0名

71.43 ％

修正出席率
1／9 69.23

％

