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第 1213回例会
・青少年交換 HC 向け説明会の案内

先週、生沼富治 PG が在籍している小田
原北 RC を訪問してきました。久々にお会
いしましたが、94 歳になった今も大変お元
気で、とても嬉しく思いました。当クラブ

3／2（土）15：00～

第一相澤ビル

・米山世話クラブ＆カウンセラーのお願い
廖

郁寧（女性／台湾／女子美術大学修士課程）

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

の創立 25 周年に出席できなかった事を、気にしてお

2／14（木）津久井中央

られお祝いを頂きましたので、クラブとしてお礼状を

2／20（水）相模原西

出したいと思います。やはり伝統のあるクラブは、例

2／22（金）大和田園

会にも違いがあります。メンバーも錚々たる顔ぶれ

2／25（月）相模原柴胡※

で、例会場は二宮尊徳所縁の報徳二宮神社「報徳会館」

2／26（火）大和

です。例会自体も、ロータリーソングの後に「四つの

≪会長幹事会報告≫

テスト」を皆で朗読していて、素晴らしいなと思いま

* 4／14（日）相模原かめりあ RC 認証伝達式

した。小田原北 RC には小林さんという車繋がりの方
もいて、大野 RC で車関係のチャリティをする際に来
てくださいとお願いしてきました。生沼さんは、創立
30 周年には来て下さると仰っていましたので、楽しみ
にしています。皆さんは、生沼さんが何時も話してい
た、ロータリーのテーマを覚えていますか？“ロータ

12：00 センチュリー相模大野

登録料：10,000 円

* 4／16（火）相模原中 RC「2000 回例会」
18：00 HK ラウンジ
* 青少年交換 HC（フランス）依頼について、グループ
全体で引受けを確認。相模原グリーン RC に打診中
* 2019－20 年度 RI 会長＆テーマ

リーは庶民の心、路地の味”これには色々解釈はある

マーク･ダニエル･マローニー氏（アメリカ／弁護士）

と思いますが、庶民の心とは、上下関係はなく特別で

「ROTARY CONNECTS THE WORLD

はない＝誰とでも分け隔てなく普通に接しなさいと

ロータリーは世界をつなぐ」

いう意味で、路地の味とは、隠れた名店の様に少し秀

来年 7 月頃、福島復興視察のため来日予定あり。

でた人々の集まりと言う意味だと私は捉えています。

* 市長選を控え個人的参加は良いが、ロータリアンと

生沼富治 PG の教えを常に心に留めて行動出来るロー

しての行動が無いようくれぐれも注意して下さい。

タリアンでありたいと思いました。
未だ企画の段階ですが、5 月中旬に相模原 GC の駐

布野幹事：1／30 の例会後、実行委員会を行いました。

車場をお借りして車を並べたチャリティを考えてい

1／23 のクラブ協議会で、外部の音楽隊は呼ばず、子

ます。片山右京名誉会員にも話をして、都合が付けば

ども達の演奏会に絞ることとしましたが、県立相模原

来て頂きたいと考えています。近隣 RC の車好きの

高校の吹奏楽部は子ども達の憧れであり、呼んで欲し

方々にも声掛けをして行きますので、皆さんも予定し

いという希望があるということを確認しました。2／2

ておいてください。宜しくお願いします。

の I･M 懇親会で県立相模原高校の吹奏楽部がアトラク
ションとして参加していたので、小口会員が顧問教師

・会長エレクト研修セミナーの案内
3／12（火）10：00～
登録料：10,000 円

藤沢商工会館ミナパーク

に話をしたところ、快く引き受けてくれたそうです。
その後、齋藤･小口両会員が改めて同校を訪問し、正式

登録・送金期限：2／28（木） にお願いしましたところ、熱意或るご返事と確約を頂

く事が出来ました。両会員には、迅速な対応と行動を

小口会員：県相吹奏楽部は、物凄い集客率があるそう

有難うございました。県立相模原高校吹奏楽部の出演

で、グリーンホールを満杯にする力があると聞いてい

が決定したことを報告します。来賓ですが、相模原市

るので、かなりの数は見込めます。

長と教育長は呼ばず、谷口台・共和・上溝 3 校の校長 座間会長：基本的には 3 校が主で、県相吹奏楽部はゲ
先生、次年度杉岡ガバナー、ガバナー補佐、地区委員

ストですから、3 校の保護者を優先に考えるべきでは。

長（公共イメージ・財団関係）に声掛けすることにな

齋藤会員：途中入退場不可にするのも良いのでは。

りました。米山奨学生の方達も応援したいという話も

布野幹事：先着順、抽選等意見も出えましたが、優先

あり、現在検討中です。当クラブ会員は全員参加で、

は小学生の保護者なので、小学校宛案内を早く出して

それぞれ担当ごとに動いて頂く事になります。グリー

人数をある程度把握し、残席に応じて一般募集はその

ンホールは 9 時から使用できますが、本番は 13 時～

後に行うことで宜しいでしょうか。

16 時（3 時間）で考えています。構成は相模原高校顧 齋藤会員：補助金申請書ですが、⑥の制約事項の確認
問の安西先生と 3 校の先生方で考えて頂きます。今日 には、
「既に経費が発生している」にチェックは入れな
は、叩き台として簡単なパンフレットを作ってきまし

ければなりませんので、経緯を説明した文章を付加す

たので、文言・内容等ご確認頂き、お気づきの点があ

ることとします。目的や受益者の欄は記入の通りです

りましたらお知らせ下さい。鑑賞希望者の受付方法で

が、何かお気づきの点はありませんか。申請額は最大

すが、以前に相模原グリーン RC が行った音楽会のパ

50 万円、クラブ拠出金は会場費相当額とし、32％にな

ンフレットには、裏面に申込欄があり FAX での受付

りますがご了承ください。その他、付属設備･器具賃借

とメールでの申し込みも出来たそうなので、集計方法

料で 25 万円、運搬費 3.2 万円、飲料代 31,200 円、そ

は今後考える事とします。補助金申請書のコピーを配

の他雑費 26,800 円、総額 50 万円で申請します。一般

布しました。昨年提出したものを参考にしましたが、

への広報手段ですが、自治会･
広報誌等を考えていま

一つ問題があります。クラブ拠出金として 15 万円を

す。概要は過去 2 回の実施経験に基づき書きました。

専用口座に入金したものを提出する必要がありますが

大谷会員：3 校以外の学校への案内は？他校の生徒へ

既に会場費として、納入締切日の 8／31 に 160,580 円 活動を紹介する意味もあり、刺激にもなるのではない
を支払済みです。これを拠出金として認めて頂けるの

かと思いますし、趣旨にも合致していると考えます。

か、次年度地区担当委員長の金沢 PAG に相談してい

布野幹事：多くのご意見を参考にして進めて行きます。

る所で、次の委員会で諮って頂く事になっています。
小口会員：補助金は、前払いや仮払いは不可で、申請
後、受給決定を経て補助金を受け取った後に支払うと
言う大前提があります。しかし、会場を押さえるには
1 年前の支払いは必至で、これが認められないとなる
と、公共の会場を使用するプロジェクトは出来ないこ
とになり難しい所です。（領収書の再発行も不可）
布野幹事：仮に申請が却下されたとしても、実施する
ことを確認しておきたいと思いますが。（了承）
田所会員：原則は原則として、委員会としては資金の
80％に重きを置いて審査します。会場費はクラブ拠出
の 20％の中で賄うこととして、理由や色々手を尽くし
た経緯を説明して申請することになろうかと思いま
す。近日中に、地区より正式な連絡があると思います

出 席 報 告

ので、暫くお待ち下さい。

おめでとう
ございます

今月のお祝い
会員誕生日

配偶者誕生日

中丸

剛 会員（7 日）

大野美香

大谷

豊 会員（19 日）

松本正子 様（12 日）

座間

勇 会員（20 日）

齋藤

結婚記念日

松本素彦

スマイル報告
生沼富治
座間勇

様
会長

様（4 日）

厚 様（23 日）

会員（13 日）

今年度累計

￥204,000

創立 25 周年記念に寄せて。
お誕生日のお祝い、有難うございます。

あれ？幾つに成ったんだっけ。

今後の予定
2／27（水）クラブ協議会 【ひばりの夢コンサート】
3／6（水）クラブ協議会 【ひばりの夢コンサート】
3／13（水）地区委員卓話【社会・国際奉仕について】
3／20（水）クラブ協議会 【ひばりの夢コンサート】

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

12 名

2名

5名

5名

85.71 ％

修正出席率
1／30 85.71

％

