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第 1232回例会
もう一つ考えていることがあります。私がこのクラブ

今年度が始まりました。クラブの今年

に入会して約 6 年になりますが、1 年目は何も解から

度方針に、
“集結”と言う言葉を使いまし ず、何の委員なのか、何の為にいるのか、食事をする
たが、それは皆さんが一つの目的を持っ ためだけに来ていると感じていました。3 年目に幹事
て、ここに集っているからだと私は思っ になり、色々勉強になりました。前年度、再度幹事を
ています。目的や同じ方向性を持ってい 務めましたが、委員会が機能していないと思う事があ
ないと、一緒に活動する意味が薄れてしまうと思って

りました。5 月プレジャーフォレストで行った車例会

います。今年度初めて、地区補助金活用プロジェクト

も、個人的には良い企画だったと思っています。南

「ひばりの夢コンサート」を行います。この人数で実

RC 中村さん作成のアルバムが私の事業所にあります

施するには、規模が大き過ぎるのではないかと思いま

が、患者さんの関心度が高く驚きました。会長幹事会

したが、会員全員が力を合わせて成し遂げる事ができ

でも披露したところ被り付いて見ていました。準備段

たら、
“このクラブに居て良かった”と感じて頂けるの 階から会員全員で話合い、理解して実施出来れば、チ
ではないかと思い、準備を進めています。皆さんから

ャリティイベントとして、もっと大きな成果が出せた

様々な意見を頂く中で、自分には未だまだ足りない所

のではないかと思います。1 人或いは数人で動くので

があると感じますが、何かお願いした時に直ぐに行動

はなく、クラブ単位で動かないと意味がないと思いま

してくれる皆さんに励まされています。1 つの事を成す す。献血活動にしても、その必要性や意味を理解した
には、1 人だけで出来るものではありません。今回は、 うえで参加するべきだと思います。担当委員会が、事
“子ども達のため”という意識を持ち、同じ方向を向

前に会員全員に周知する機会を作ってから当日を迎

き、地域の皆さんに場所を提供する事に向かっての行

えれば、声掛けにも自信を持って臨めると思います。

動だと思います。心を一つにして進んで行きたいとい

その為には、各委員会が少しずつでも動いていかなけ

う気持ちを込めた“集結”です。
「ひばりの夢コンサー ればならないと考えます。例会中の「委員会報告」の
ト」の申し込みは、現在 700 名を超えています。最大 時間をもっと活用して頂き、担当者がそれぞれの責務
収容人数は 1100 名ですので、あと 100～200 名が来て をしっかりと果たし発信していかないと、1 年間座っ
くれれば十分と言う所まで来ています。当日の役割も

ているだけになり、意義を見出せずに退会に繋がって

多々ありますが、皆が一つのプロジェクトを成し遂げ

しまうのではないかと思います。各委員会がしっかり

た達成感を味わえれば、中長期的に考えても今後のク

と動き、皆で意見を出し合い物事を決めて行くように

ラブ活性化や増強に繋がって行くと思います。大野 RC していきたいと思っています。私自身「お願い」する
は“アットホーム”
“ほのぼのしている”などと言われ ことが苦手ですが、皆さんに「お願い」して委員会が
ますが、人を誘うにしても“売り”が無いと感じてい

機能するようにして行きたいと思います。未熟者です

ました。仕事をしながら時間を割いて例会に来ている

がクラブ活性化のために皆さんの力を貸して下さい。

ので、意義が無ければもう一押しが出来ません。今回
「ひばりの夢コンサート」を実施するに当たり、子ど

・米山月間卓話依頼について 回答：8／20（火）迄

も達や地域の皆様に対して提供できたことを、胸を張

・戦略計画についてアンケート依頼 回答：7／末

って言えるのではないでしょうか。会員増強の入り口

・RI 会長ご夫妻歓迎会代理出席の件（代理／笠井）

になるには十分な事柄だと思っています。それ以外に

・R 財団セミナー出席者登録の件（出席／布野）

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 いますが出来る限り務めますのでご理解ください。

7／8（月）相模原東※
週報受領

相模原柴胡

ビジター＆ゲスト

大谷豊会員委員長：再入会して半年なので、皆さんに

よ
う
こ
そ

教えて頂きながら務めて行きたいと思います。
田所啓二社会奉仕委員長：
「ひばりの夢コンサート」と

八木美佐男 様（相模原グリーン RC）
小田
廖

「献血活動」の 2 つ、頑張りたいと思います。

宏美 様（相模原グリーン RC）

判治君代親睦担当：何をすれば良いのか分かりません

郁寧 様（米山奨学生／女子美術大学）

が、頑張って出席することが第一だと思っています。
角尾彰央クラブ奉仕委員長：布野会長の考え方を基本

齋藤美希子幹事：幹事の大役に緊張しています。
「ひば に、頑張って行きたいと思います。必要に応じて例会
りの夢コンサート」が 1 か月後に迫っていますので、 後に委員会を開いていきたいと思います。
皆さん一つになって臨みたいと思います。ご協力宜し
くお願いします。

・一般にアンケート／児童は感想文‥今後に活かす為

座間勇青少年奉仕委員長：布野会長をしっかり支えて ・補助金活用（1 回／3 年）でグリーンホール
行かなければと思いを新たにしました。南・西 RC に
も「ひばりの夢コンサート」について PR しています
ので、数名はお手伝い頂けるのではないかと思います。
青少年交換も各 RC 見直されて来ていて、今年度フラ
ンスから来日しますが、既にホストファミリーは決ま
っています。アウトバウンドの石渡星舞君は当クラブ
がスポンサーですので、派遣中でも心に留めて頂きた
いと思います。意義あるプログラムですので、ご理解
の上、皆さんで支えて頂きたいと思います。
加藤良夫副会場監督：笠井 SAA のサポートを出来る範
囲でして行きますので、宜しくお願いします。
中丸剛会計：正直な所、よく分かっていない部分もあ
りますが、勉強しながら 1 年間務めて行きたいと思い
ます。会員数が少ない中、限られた会費を無駄なく有
効活用できるよう、効果的なものに集中して使ってい
けるように、気を配りながら管理して行きたいと思い
ます。明朗会計に努めますので宜しくお願いします。
笠井透会場監督／クラブ管理委員長：クラブ管理委員
会については、全て各担当にしっかりやって頂ければ
と思います。会場監督ですが、母が 2 か月前に大腿骨
骨折、先日も転倒して腕を骨折してしまいました。学
生時代から外に出ている事が多かった分、今しっかり
面倒を見なければと思っています。施設に入っていま
すが認知症も進み、親子関係のやり直しのつもりでな
るべく顔を出すようにしています。仕事面でも人手不
足で苦慮しており、御迷惑をお掛けする事もあると思

出 席 報 告

・在籍中に 1 回は大舞台を経験できる（全員が）

今月の記念日
藤井啓三 会員（奥様御命日／11 日）

スマイル報告
八木美左男

今年度累計

様／小田宏美

様

￥4,500

元気ですかー！本日

は、あいにくの雨ではございますが、布野会長の船出
をお祝いするためにメイクさせて頂きます。
布野一喬

グリーン RC 八木さん、小田さん、

会長

ようこそお出で下さいました。八木さんとは新会員の
集い以来の仲です。小田さんとは…？今日は楽しんで
行ってください。今年度始まってしまいました。1 年
間、宜しくお願い致します。
齋藤美希子

幹事

八木様、小田様、ようこそいらっ

しゃいました。今年度がスタートしました。歳はいっ
ていますが、まだまだ未熟者ですので、御指導の程、
どうぞ宜しくお願い致します。
角尾彰央

会員

グリーン RC 八木様、小田様、よう

こそいらっしゃいました。本日は楽しんで行ってくだ
さい。布野会長、齋藤幹事、1 年間頑張って下さい。
判治君代

会員

相模原グリーン RC の八木様、小田

様、ようこそいらっしゃいました。相模原西 RC から
移籍した判治と申します。よろしくお願いします。

今後の予定
7／17（水）クラブ協議会【ひばりの夢コンサート】
7／24（水）夜間例会（詳細未定）
7／31（水） クラブ協議会【ひばりの夢コンサート】
8／7（水）➡ 8／3（土）「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

14 名

2名

10 名

2名

0名

1名

58.33 ％

