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第 1215回例会

本日、座間会長はお姉さまの手術の立ち

布野幹事：今日は進捗状況の報告と確認、皆様の意見

合いで欠席です。先日、相模原市教育委員

等を伺えればと思います。パンフレットは、小口会員

会を訪ね、「ひばりの夢コンサート」の後

が手を加え、配布の通り作り直してい頂きました。裏

援について相談してきました。本来なら、 面の地図は「おとのわ」からデータを貰い使いました。
齋藤実行委員長と共に行くべきでしたが、単独行動と

後は、専用のメールアドレス、後援団体を掲載すれば

なり申し訳ありませんでした。この時間を借りて報告

ほぼ出来上がりかなと思っています。写真の掲載につ

させて頂きます。手応えは良かったと感じました。県

いては、学校側の了解を得てからになります。

相吹奏楽部の出演が効果的だったのかもしれません。

齋藤実行委員長：お手許に配布した資料をご覧くださ

3 小学校の吹奏楽部の積極的な活動も評価しているよ

い。昨日、座間会長から「金沢 PAG より、配分委員長

うでした。また、I・M の際に感じた事ですが、当ク

の意見としては、この儘で通るでしょう。」と連絡があ

ラブの小学校吹奏楽部を応援するプロジェクトの評

ったとのことです。別途、田所会員からは、別の物品

価が高いという事です。グループ内はもとより、地区

贈呈のプロジェクトに関して揉めた会議があったそう

からも注目されているプロジェクトなので、何として

で「経費が発生していない」という前提条件があるに

次週、
かめりあ
RC から
来訪あり
ます！

も係わらず、既に経費が発生しているプロジェクトを

も成功させなければと思いました。
・2019 年地区研修協議会の案内

正面切って通すことにあたり、
「配分委員長の OK があ
っても、40 人の審査員が疑義を唱える事もあるのでは
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登録料：8,000 円（1 名） 間会長は、金沢さんが「大丈夫だろうと」仰っている
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ないかと危惧しています。」とメールを頂きました。座
ので、このまま申請して良いのではないかとのことな

中村昌治 様（相模原グリーン RC） ので、皆さんの最終確認を頂き、これで提出しようと

皆さんこんにちは。今年は米山委員長を

思っています。

務めており、中国出身の北里大学の学生を

角尾会員：以前金沢 PGA に相談した時に、私達のプロ

お預かりしています。カウンセラーは別に

ジェクトの他にも、同様のケースが 2～3 あると聞いて

いますが、1 年間お付き合いした中で国際

います。止むを得ない事情なので、今後の課題提起と

交流の大事さを改めて感じました。初めは片言だった

してもこのままで良いと思います。

日本語が上達し、日本の食文化にも慣れ、その過程を

齋藤実行委員長：プロジェクトの総額は 50 万円と思っ

間近で見ることが出来たことは、委員長として大きな

ていましたが、田所会員から、地区補助金申請額が 50

収穫だったと思っています。地区でも毎年「米山学友

万円まで可と田所会員から伺いましたので、看板類も

会主催・国際交流会」を開催しており、商工会議所時

計上して予算を組み直しました。支払い済みの会場費

代の先輩に誘われて私も賛助会員となりました。年間

16 万円をクラブ拠出金とすると、プロジェクト総額の

5 千円の会費で賛助会員になれる制度があることを知

20%以上の条件もクリアでき、参加者の飲料代も賄え

りました。奨学生の夫々の出身国の料理を頂きなが

ることになりました。最大 66 万円までは計上出来ます

ら、楽しい時間を過ごすことが出来ます。皆さんの中

が、看板類・パンフレット等を含めても資料の通り総

で興味のある方は、是非ご一緒に如何ですか。

額 60 万円位と考えています。他に何かありますか。

角尾会員：当日限定の障害保険はどうなりますか？

います。声を掛ければ応援してくれる筈です。但し、

齋藤実行委員長：前年同様の保険を掛けることとして、 任せては駄目です。大きいプロジェクトになると、多
1 万円を計上します。⑳の一般の人々への広報・・欄に 団体から声が掛かることが多々ありますが、その点に
ある「相模原市教育委員会の広報後援を受け」には、

注意しながら継続可能なプロジェクトとしての方向性

決定していないので“申請中”と付け加えます。

を考えて行くべきではないかと思います。

角尾会員：皆さんのお手許に、
「第 1 条様式（第 6 条関 角尾会員：大きいプロジェクトになれば、お金が掛か
係）共催等名義使用承認申請書」を配布してあります。 るのは当然で、応援をしてほしいという意味で、
「ペア
「次の事業について、相模原市教育委員会の（共催・

レンツチケット」と言う方式もあります。

後援）の名義使用承認を・・・」とありますが、
“後援” 布野幹事：次年度になって直ぐの 8／3 に開催します
になります。申請に際しては、団体の規約会則、会員

が、次々年度の同時期に同様に実施するとなれば、8

名簿、実施要項、収支予算書、チラシ・パンフレット

／1 の抽選に申し込む必要がありますが、費用面が問

を添付します。終了後、事業報告書の提出が必要です。 題です。会場費の支払い延期が可能だとしても、補助
使用承認事務要項も頂いていますので、幹事・実行委

金なしで 60 万円規模のプロジェクトをクラブ単独で

員長と相談します。概ね大丈夫という感触を持ちまし

実施できるのか不安です。

たので、早めに申請しポスターに掲載できるようにし

齋藤実行委員長：資金面の算段が出来てから、会場を

たいと思います。相模原市教育委員会の“後援”が有

押さえた方が良いのではないでしょうか。

るか否かで、今後の活動にもプラスになるのではない

角尾会員：そのためには、実施するか否かを早急に決

かと思っています。後援が頂けたら、会長・幹事・実

める必要があります。

行委員長で日程を決め一度挨拶に行ってください。

布野幹事：私としては、継続してやりたいという気持

布野幹事：他に何かお気づきの件はありますか。

ちはありますが、金銭的な事を考えれば難しいですね。

大谷会員：協賛と言う形はとれないのでしょうか。例 今日は、パンフレットの文言、集客・受付方法等につ
えば、相模原南・西 RC に話を持っていくなど・・・。 いて、皆さんから頂いた意見を参考に修正を加えて行
齋藤実行委員長：他クラブから資金提供を受けること きたいと思います。次週も宜しくお願いします。
はできませんが、後援として名前を使う事は相談した
いと思います。
宮崎会員：今回は地区補助金を使って、当クラブ単独
の開催ですが、毎年の事業として開催を考えるのであ
れば、相模原南・西 RC 等との共同開催も今後視野に
入れるべきかと思います。
大谷会員：折角、大野 RC が単独で始めたプロジェク
トですから、出来ればこのまま行った方が良いのでは。
東 RC の剣道大会も、他団体が色々入り全てお任せの
状態で、自分達が自ら行動しなくなったという事を見
て来たので、大野 RC 自らのプロジェクトであるとい
う意識を持っていないと将来的に続かないのかなと考
えてしまいます。事実、東 RC の剣道大会も終了とな
ったようです。任せるのではなく、自分達が主体とい
う意識を持つことが将来に繋がるのではないでしょう
か。しかし、補助金は毎年貰える訳ではないので、資

出 席 報 告

金集めも考える必要があると思って

齋藤実行委員長：再度、修正した申請書を皆さんに

R 財団表彰

メールで送ります。ご確認下さい。

P・H・F（1000＄超）
大谷豊 会員（2013.12 月達成）

スマイル報告
中村昌治

様

今年度累計

￥209,000

本日、久し振りにメークアップに伺い

ました。宜しくお願い申し上げます。
笠井透

会員

庭の梅が満開になりました。河津桜も

二、三輪咲いたのでスマイルします。
角尾彰央

会員

相模原グリーン RC 中村様、ようこ

そいらっしゃいました。公私共にお忙しい所、有難う
ございます。

今後の予定
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】
3／27（水）卓話「近くて遠い国･韓国」大野治雄会員
4／3（水）「第 5 グループの歴史と繋がり」小川 PGA

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

2名

71.43 ％

修正出席率
2／13 85.71

％

