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第 1233回例会
好意と友情を深めるか、みんなの為になるかどうか、

1 年間、この時間に何を話せばよいのか を実践できている人がガバナーとして相応しいのだ
考えていたところ、
「ロータリーの友 7 月 と思います。中には、自分のことを蟻と例える方も
号」が目に入りました。
「ガバナーの横顔」 いて、謙虚な方々だと思いました。皆さんも「ロー
に日本 34 地区ガバナーが紹介されてい

タリーの友」を読んで活かして頂きたいと思います。

て、①至福の時は ②苦手なものは ③自分を生き物に
例えると、の 3 つの質問に答えています。因みに私は ・米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会の案内
チーターかなと思います。理由は勢いよく進みますが、

8／24（土）14 時

アイクロス湘南 出欠：8／16

息切れを起こすからです。ガバナーになる程の方々は、 ・日本のロータリー100 周年記念バッジの案内
私達とは異なる至福の時をお持ちなのかと興味深く読
みましたが、その様な答えは全くなく、私達と同じ 1

申込期限：8／末

単価：200 円（クラブ単位で）

・地区大会親睦ゴルフコンペ登録案内 〆切：8／末

人の人間で特別ではないことが分かりました。答えを

10／7（月） 相模原 GC 募集：250 名（62 組）

見てみると、①は、家族や愛犬と過ごす時、趣味に興

参加費：23,710 円(昼食別)

登録費：5,000 円

じる時、旅行等ですが、自宅に帰る時と仰る方も 2 人 ・2017－18 年度地区活動報告書（3 冊）
いました。②は、特に無しから、食べ物系（味覚だけ

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

でなく視覚的や臭覚的に）、人物的（道理に適わないこ

7／16（火）大和

とをする人、空気を読めない人、奇人変人、上から人

7／18（木）津久井中央※

を見る人、体裁にこだわる人、前向きでない人）でし

7／19（金）津久井※

た。ある方は、嫌いなものを作らないように努力して

7／22（月）相模原柴胡※

いると答えています。③で一番多かったのは犬で、6

7／23（火）相模原中※

相模原橋本※

相模原グリーン※

名の方が、人を裏切らない、人に尽くす忠犬ハチ公を

週報受領

相模原グリーン

イメージして答えています。二番目は猪で、猪突猛進

≪理事会報告≫

のイメージです。他にも、ネズミ（忙しく動き回る、

* 7 月 8 月プログラム・・予定通り

色々なものを集める）象（ドンと構える、静かなれど

7／24 夜間移動例会

燃える）馬（優雅、ゆったり）という答えもありまし

8／21 センチュリー相模大野 8F／AG 訪問）

た。生き物に例える中には、桜（パッと咲いてパッと

* 委員会活動の件・・細則通り各自委員の役割を全う

散る潔さ）古樹（限られた環境で懸命に生き、持つ特

（会計業務は会計に任せる）

性を発揮する）などもありました。第 2780 地区の杉岡 * ひばりの夢コンサートの件・・集客状況他確認
ガバナーは、①旅行プランを考える時、②人と話すと

* 2018－19 年度決算報告の件・・承認

き、③白鳥（優雅に見えるが水中で必死に水を掻いて

≪会長幹事会報告≫

いる）と答えていました。読んでみて思う事は、ガバ

* 10／19～20 地区大会（センチュリー、グリーンホール ）

ナーの皆さんは人間味のある方々で、謙虚で潔く前向

20 日の本会議では各 RC 手伝いあり（最大 8 名）

きで、人の害にならず何よりも真面目に生きるといっ

10 日はリハーサル（各 RC 参加要請は別途連絡）

た感じを強く受けました。ロータリーに重ねると、
「四 * 8／7 の RI 会長歓迎会、各 RC2~3 名参加要請
つのテスト」であり、真実かどうか、みんなに公平か、

席に余裕あり、追加申し込み可（会費：10,000 円）

受付簿チェック後、人数分パンフレット配布
先週、皆さんに資料をお渡しし、目を通して頂くよ 13：00 開会式（司会／大野会員、鈴木美香さん）
うお願いしましたので、不明な点、お気づきの点など

主催者挨拶（布野会長）

出して頂きたいと思います。現在、応募総数は 188 名

ガバナー挨拶（代読 AG）校長代表挨拶無

（FAX、メール、往復葉書）です。最大収容人数が 1,100 13：30 ～
名（3 小学校児童・保護者約 600 名）ですので、今後

15：50 コンサート

15：55 閉会式

約 280 名の申し込みで満席になるので、1000 名を超え 16：00 終演～
た時点で〆切にした方が良いのかと思いますが如何で

観客退場、片付け開始

以上

当日迄に準備するものは以下の通りです。

しょうか。昨日、齋藤会員が相模原南 RC へ、今日は

看板（入口用/横 90cm 縦 2.7m、舞台用/横 8 .5 縦 1 m）

中丸会員が相模原西 RC へ PR を兼ね、後援のお礼と

画鋲、受付用案内用紙（立札用台はホールにあり）、チ

お手伝いのお願いに行っています。現在、西 RC から

ェック用マーカーペン 20 本、葉書入れ箱、受付名簿、

数名、南 RC から 4 名、かめりあ RC から 5 名、相模

申込用紙（受付無し来場者用）、アンケート用紙（児童

原 RC から 1 名、グリーン RC から 3 名、他に米山奨

配布）、司会席に進行表、入場禁止張り紙 7 枚、席札

学生数名と保護者 4 名がお手伝いに来てくれる予定で （AG、地区関係者）
、紙テープ（児童席、車椅子、ベ
す。入場時の受付と座席誘導が最も混乱すると思われ

ビーカー区分け用）、控室案内札（来賓、救護、各学校）、

ますので、重点的に配置をして行きます。変更点は、

救護用簡易ベッド、経口補水液（4～5 本）、弁当（RC

杉岡ガバナーが青少年交換委員会出席のため不参加に

外、米山奨学生）、クーラーBOX（おしぼり数本）、襷

なりました。栗林 AG はご参加頂けます。3 校の校長先 会員の役割分担（リーダー太字、敬称略）
生は、上溝小校長の都合がつかないという事で、谷口

受付担当／座間、松本、大谷、加藤（開演後も 1 名）

台・共和も足並みを揃える意味で不参加となりました。

（申込み無し来場者には、詳細に記入要求、

以上の点を踏まえて、当日の流れを簡単に説明します。
9：00 全員集合（1 日の流れを説明）

拒否する場合は入場を断る）
誘導、開演後ドア担当／中丸、角尾

9：10 準備開始（クラブ会員全員で）
受付

①

（途中入場は曲と曲の間に）

机・椅子配置、受付案内用紙取り付け

救護／宮崎（救急車必要か否かの判断）

小学校関係者、県相、谷口台、共和、

来賓接待／座間、藤井、判治

上溝、FAX、メール、葉書

記録／田所、中村さん（南 RC）

② 筆記用具・受付簿用意

補助金活用プロジェクトとして初めての挑戦です。他

③ 外看板設置

クラブからも応援に来て頂きますので、クラブ会員は

ホール

① 席スペース分け

全員参加を基本に考えています。最も大変なのは受付

（学生･車椅子･ベビーカー）

入場時なので、その時間帯だけでも都合をつけて頂き

②

ドア貼り紙（正面 2 口以外の入場禁止） たいと思います。来週も協議会ですので、各自お気づ

③

来賓用席札

④

舞台上吊看板設置

きの点や疑問点などありましたらお知らせください。

スマイル報告

10：00 準備終了、係り説明

座間勇

10：30 最終確認後、休憩

￥5,500

申し訳ありません。本日、早退させて

頂きます。

12：00 受付開始準備

今後の予定

12：15 小学校関係者受付開始

7／24（水）夜間例会（18 時点鐘／相模大野「魚炉魚炉」）

12：30 一般受付開始（AG 来訪）

7／31（水） クラブ協議会【ひばりの夢コンサート】

入口人員配置 → 受付口案内
（FAX、メール、葉書）

出 席 報 告

会員

今年度累計

8／7（水）➡ 8／3（土）「ひばりの夢コンサート」
8／14（水）夏季休会（定款第 8 条第 1 節(ｃ) による）

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

2名

6名

83.33 ％

