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第 1217回例会
≪理事会報告≫

3／17（日）は「第 10 回ふるさとコンサート」です。 *「ひばりの夢コンサート」南･西 RC 後援の件
私達が 10 年間応援してきたイベントなので、皆さん

受給決定後、地区確認の後正式に依頼する

も是非お出掛け下さい。クラブでは 8 月の「ひばりの

杉岡芳樹 GE、栗林一郎 AGE にも案内済み

夢コンサート」に向けて準備を進めていますが、年度
内にもう一つ大きなイベントを計画しています。「名

* 5 月プログラムの件（クラブ HP でご確認下さい）
5／1 は休会、5／15 → 5／19（日）に移動例会

車ソムリエ」と題し、5／19（日）11～16 時まで相模

≪会長幹事会報告≫

湖プレジャーフォレストで行います。車を 20 台程度

* クラシックバレエスポンサーの件（1 口 2,000 円）

並べ、ポリオ撲滅チャリティーを兼ねていますので、

* 相模原かめりあ RC チャーターナイトの件（4／14）

皆様のお手伝いをお願いします。クラブ･グループを

* 第５グループ親睦ゴルフコンペの件

超えて車好きの皆さんに声を掛け、公共イメージの向

* 相模原中 RC 第 000 回例会の件（4／16）

上にも寄与できると考えています。他の RC でも車の

* 済州島での中学生交流の件（次年度）

イベントを行っている所があり、大野 RC としては初

* 地区研修･
協議会の件（4／21）

めてですが、多くの方に集まって頂けるようにしたい

* ハンブルグ国際大会の件（6／1～5）

と思っていますので、宜しくお願いします。

* R 財団・ポリオ寄付の件
* My Rotary アカウントの件（大野 RC は 50％超）

・2019 学年度米山奨学生オリエンテーションの案内

* 入･退会状況報告

4／7（日）13 時～（懇親会 16 時～）
小田原箱根商工会議所

出欠：3／29（金）

・相模原中 RC 第 2000 回例会の案内
4／16（火）18 時～例会
HK ラウンジ

18：45～懇親会

会費：5 千円

申込･送金：3／末

・H31 年度献血事業協力について
5／29（水）相模大野駅前コリドー
例会変更※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

第 2780 地区 社会･国際奉仕委員会

石井卓副委員長

地区内 68 番目のクラブとして、相模原
かめりあ RC が誕生しました。私共、厚
木県央 RC は 1998 年に 69 番目のクラブ
として誕生し、20 世紀最後と言われまし
たが、その後、相模原柴胡 RC・かながわ湘南 RC が誕
生し 71RC となりました。しかし、2000 年から今迄に

3／14（木）津久井中央

8RC が減り 63RC になりました。全国 34 地区ありま

3／15（金）大和田園

すが、消滅した RC は 130 を超えています。会員増強

3／18（月）相模原東※

や世間に対してアピールできる奉仕活動を怠たり、危

3／19（火）大和

ないと思われる例を幾つか見てきました。昨日の PETS

3／22（金）津久井

でも、小沢さんが難しい話は駄目だと言われていまし

3／25（月）相模原東※
3／26（火）相模原中※
ビジター＆ゲスト
石井

相模原柴胡※
本日はお忙しい中
有難うございました！

たので、今日は分かり易い話をしたいと思います。
以前、ロータリアンの皆さんがどの様な奉仕活動に
興味が有るか、アンケートを取りました。最も多かっ

卓 様（地区社会･国際奉仕副委員長／厚木県央 RC ） たのは、識字率や基本的教育の向上でした。他にも、

守屋又市 様（地区社会･国際奉仕委員／相模原 RC） 経済や地域社会の発展、水と衛生などの問題に関心を

持っていることが分りました。ロータリーの資金を如

ー地域社会共同隊）があり、今後この手法が増えて行

何に使うべきかは、地元に密着した支援が 75％、国際 くと思われます。ロータリアン以外で地域奉仕活動を
的奉仕が 48％という比率になっています。ロータリー している人達を、スポンサークラブが提唱して集めま
は、6 つの重点項目に力を入れていますので、そういっ す。第 2710 地区では半田 RC が提唱して盛んに活動
たものに資金を使うべきだという結果が出ています。

しています。（教育委員長を中心に 43 名が不登校対策

ロータリーに入会して思う事は、地域社会をより良く

を当初の目的としてスタート、現在は青少年育成とし

出来るが最多で、2 番目が人々と交流できる、3 番目は て防災等幅広い活動をしている）当地区では未だです
誰かの人生を変えるような良いことができる、が皆さ

が、今後重要性を増すのではないかと思います。2020

んの想いです。入会理由は夫々ですが、私は応援団時

年の東京五輪に向け、観光地の RC では通訳を集めた

代の先輩に誘われたのが切っ掛けでした。当時はロー

り、街の清掃等様々な活動をしています。相模原もロ

タリーを全く知らず、行ってみたら“鐘を鳴らし、歌

ードレースのコースの一部になっていますので、色々

を歌う”とんでもない宗教団体に入ってしまったのか

な活動ができるのではないでしょうか。国際奉仕では

と愕然としました。当時はオウム真理教の事件が世間

ポリオ撲滅があと少しです。

を騒がせていた頃で、1~2 ヶ月の間は、辞める機会を
伺っていました。私の様に、ロータリーに関する知識
が無く入会する方もいらっしゃいますので、大事に育
てて頂きたいと思います。
第 2780 地区では、特に水と衛生の分野に積極的に取
り組んでいます。全世界で、蛇口を捻れば水が飲める
国は、15／196 ヶ国だけです。私が良く行く欧州は硬
水なので、日本人には合いません。水よりもコーラ等
炭酸飲料の方が安価です。アフリカは飲める水が殆ど
なく、子ども達が、片道 2 時間かけて水を汲みに行き
ます。負の連鎖で教育が受けられないため、ロータリ
ーは重点分野としています。皆さんも、
「かものはしプ
ロジェクト」の卓話をお聞きになったことがあるそう
ですが、そういった団体を支援することも 1 つの方法
だと思います。社会奉仕の事例では、五輪開催に備え
て通訳の育成をするプロジェクトを行っている RC も
あります。金時山の水源の森を守る植樹を行った例も
あります。子ども達をバスに乗せ、山の中腹でブナを
植えました。大人になった時に見に来られるように、
支えに名前を書いたりして感動的な事業でした。
昨日の PETS で話がありましたが、是迄通り 6 つの
重点項目、5 つの中核的価値観（奉仕･親睦･多様性･
高
潔性･リーダーシップ）は変わりませんが、3 つの優先
項目（クラブのサポートと強化･
人道的奉仕の重点化と
増加･公共イメージと認知度の向上）に“奉仕プロジェ
クトに参加する人々の基盤を作る”が加わり、4 つにな

出 席 報 告

ります。方法として RCC（ロータリ

今月のお祝い
会員誕生日
兒玉一郎 名誉会員（9 日／満 102 歳）
笠井

透 会員（21 日） 奥様誕生日

松本素彦 会員（23 日）
結婚記念日

皆様、おめでとうございます！

角尾彰央 会員（1 日） 田所啓二

スマイル報告
石井

今年度累計

会員（15 日）

￥231,000

卓

様

本日は、よろしくお願いします。

守屋又市

様

本日は、社会･
国際奉仕委員会の卓話

で、卓話者の石井副委員長のお供として訪問させて頂
きました。宜しくお願い致します。
座間

勇

会長

地区社会･国際奉仕副委員長石井

様、委員守屋様、本日はお忙しい中卓話にお越し頂き、
有難うございます。卓話、楽しみにしています。
布野一喬

幹事

地区社会･国際奉仕委員会石井様、守

屋様、ようこそお出で下さいました。卓話、楽しみに
しています。宜しくお願い致します。それから昨日、
PETS に行って参りました。後程ご報告致します。
笠井

透

会員

お誕生日のお祝い有難うございま

す。もう少し頑張れるかな？
田所啓二

会員

お祝い、有難うございます。

角尾彰央

会員

社会･
国際奉仕委員会石井様、本日の

卓話、楽しみにしています。昨日の PETS 懇親会でお
酒を抜いて本日に臨んで頂き有難うございます。相模
原 RC 守屋様もお越し頂き有難うございます。結婚記
念日祝い有難うございます。未だ離婚していません！

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

2名

10 名

3名

0名

7名

76.92 ％

今後の予定

大谷澄子 様（25 日）

3/27(水)卓話/大野会員 4/3(水)卓話/小川 PGA

4/10(水) 外部卓話/橋本弘様

修正出席率
2／27 78.57

％

4/17(水)卓話/齋藤会員

