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第 1238回例会

8／3 の「ひばりの夢コンサート」は会 ・地区大会と登録について
10／19（土）会場：センチュリー相模大野

員の皆様、お手伝いの皆様の働きのお陰

13：30 点鐘（受付／13：00～）

で大きな混乱もなく無事終える事が出来

会長幹事会

ました。最終入場者数は、1025 名登録の

クラブリーダーセミナー

ところ 895 名でした。昨日の会長幹事会

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 17：45 開宴

でもお褒めの言葉を頂きましたし、南 RC の松山会員

15：30 開会

10／20（日）
9：30～11：30（センチュリー）

からは「あれは大変素晴らしかった」と、お声を頂き

新世代交流会

ました。脇 PG、大谷 PG、栗林 AG からも、「来年以

本会議 12：30 点鐘（グリーンホール）

降も続けるべき」
、南 RC 杉崎会長も「来年も行くから

大懇親会

18：15 開宴（センチュリー相模大野）

呼んで」と仰って頂きました。至る所で、次年度以降 ・2018-19 年度寄付者一覧確認の件 回答：9／10（火）
も期待する声を頂いています。私の患者さんからも「来 例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

年ボランティアで手伝うから呼んで」と言って頂ける

8／26（月）相模原柴胡※

程、多方面から開催を期待する言葉を頂いています。

8／30（金）津久井※

クラブの方針として、毎年グリーンホールでの開催は

週報受領

相模原グリーン 8／7(水)
鎌倉にて
難しい、3 年に一度地区補助金を活用して開催という事 ビジター＆ゲスト
になっていましたが、クラブ内でも「大変だけど、や

栗林 一郎 様（AG／相模原南 RC）

っても良いのでは？」と言う意見もあり、私自身終わ

≪会長幹事会報告≫

った後はホッとして来年の事は考えられませんでした

* 地区大会用写真提出の件‥「ひばりの夢」を提出

が、今回の皆さんのご意見を聞くと、再考の余地があ

*

るのではないかと思うようになりました。脇 PG から

* 8／24 米山セミナー‥角尾会員出席

メールを頂き、ロータリーの精神として“最も奉仕す

* 9／7 青少年交換帰国報告･解団式‥角尾会員出席

〃 ゴルフの件‥多数のご参加を（2 名登録済）

るもの、最も多く報いられる”とあり、以前にも聴い
た言葉ですが、自分自身理解していませんでした。今

座間勇 会員／今週末、「もんじぇ祭り」があります。

回無事開催でき、懇親会も終わって、残ったのは“感

相模女子大車椅子プロジェクトの手伝いに行きます。

動”で、これがそうなのかなと思いました。子ども達

御手隙の方はご協力ください。27 日（火）青少年交換

や先生方の喜びの声を聴き、ご来場の皆様の拍手や歓

の石渡星舞君が羽田からフランスに出発します。見送

声は、大野 RC の大きな自信になってよいのではない

り可能な方はご一緒にお願いします。

でしょうか。私達のクラブはこう言う事をしていると
第 5 グループガバナー補佐

胸を張り、声を大にして伝え、やがては会員増強に繋

栗林一郎

げて行きたいと思います。最後に、写真撮影をお願い

相模原大野 RC の皆様には、日頃より

した相模原南 RC の中村辰雄さんが、短期間で 3 冊の

地区に対してご協力を賜り、有難うござ

アルバムを作って下さいました。南･グリーン･
かめり

います。2 週間後の公式訪問に向け、杉

あ RC をはじめ、お手伝い頂いたクラブのイベントに

岡ガバナーからのビデオレターをご覧頂きますが、そ

は、皆様の積極的な応援を宜しくお願いします。

の前に、私の自己紹介をさせて頂きます。ロータリー

入会は 1987 年 32 歳の時です。人生の半分はロータリ プロジェクトを成し遂げたので、これを機に入会者が
ーに関わっている事になります。最初に幹事を務めた

あれば良いなと思っています。

時が大野 RC 創立時で、兒玉会長･
藤井幹事と、1999

座間会員：久々に地区青少年交換委員に指名されまし

-2000 年度会長の時は笠井会長ご一緒でした。その後は た。15 年程前に 3 年間委員長を務め、大変勉強になり
地区の GSE 委員、職業奉仕委員、ロータリー情報委員 ましたが、今回はアドバイスする立場として関わりた
会、クラブ管理運営委員会などを務め、大谷 PG がガ

いと思っています。皆さんと一緒に、派遣・来日学生

バナーディグジネートに選出された頃、地区幹事をと

と関わって行こうと思います

話を頂き、研修委員会、戦略計画委員会に顔を出すよ

笠井会員：今期は SAA・クラブ管理委員長・プログラ

うになり、3 年間勉強した上で地区幹事を引き受けまし ム担当を務めます。時間的に厳しい現状ですが、出来
た。漸く終わったと思った頃、ガバナー補佐となり、

る限りのことはして行く積りです。

最後のご奉公のつもりで努めています。何分にも不慣

中丸会員：今年度会計を務めます。会員数が少ない故

れな点が多々あると思いますが、宜しくお願いします。 に活動費用も限られてしまう部分はありますが、貢献
第 2780 地区杉岡芳樹ガバナーからビデオメッセージ

でき奉仕出来るところは積極的にして行かなければな

（経歴はクラブ活動計画書に掲載しています）

りません。抑えられるところは抑えて行く必要があり

布野会長：会長を引き受けた際に“結集”をテーマと ますが、やはり会員増強をして行く以外、解決策はな
し「ひばりの夢コンサート」がまさに実現の時でした。 いと思います。「ひばりの夢コンサート」の評判が良
就任後直ぐに大きな山場を迎え、如何に乗り切るかを

かったこともあり、奉仕の重要性・位置付けは大きい

考えていました。反省点も多く、もっと皆さんに分担

と思っています。その部分をアピールしながら一緒に

出来れば良かったのですが、結果として前向きに感動

活動してくれる仲間を募って行きたいと思います。

して貰えたのかなと思っています。夏休みで少し気が

角尾会員：クラブ奉仕委員長はクラブ運営の要だと思

緩んでいましたが、残り 10 か月ありますので、
“結集” っています。例会に於いては委員会を兼ねて話し合い
してクラブ会員が同じ方向を向き、今回の纏まりを経

が出来ればと思っています。広報に関してはクラブの

て会員増強が次の目標になると思っています。座間会

Facebook も随時アップしています。

員には長谷川さんを、齋藤幹事には児玉さんを、角尾

栗林 AG：計画書も素晴らしく、私から申し上げる事

会員には若田さん･平田さんを候補者として、私も率先 は特にございません。年間計画が確実に実を結ぶよう
してクラブ全員でプッシュしていきたいと思います。

に、定期的に検証しながらやって頂きたいと思います。

齋藤幹事：
「ひばりの夢コンサート」が大事業としてあ 「ひばりの夢コンサート」では大きな感銘を受け、個
り、それに向けて成功出来るのか、集客出来るのか、

人的にも続けて頂きたいと思います。地区としては寄

非常に気掛かりでした。それなりに会場も埋まり、何

付のお願いですが、大野 RC は毎年目標達成していま

よりも先生方が「本当に、この様な機会を貰って良か

す。ポリオはパキスタンが増加傾向ですので、引き続

った！」と感動して頂けた事がとても嬉しく思いまし

きお願いします。課題は増強です。候補者は多ければ

た。小学校で吹奏楽を経験しても、中学でトーンダウ

多い程よく、様々な伝手を使い成果を上げて下さい。

ンし、高校に入学して再度盛り上がる傾向にあるよう
です。そこで来年は 10～11 月に、中学校を 1 校入れて
頂きたいという話も聞いています。先生方も盛り上が
りを見せていますので、軌道に乗ったら我々は金策を
如何しようか考えなければなりません。是非とも来年
も開催できるような方向で考えて行きたいと思ってい
ます。受付に当クラブ入会案内を置いておけば良かっ

出 席 報 告

たと後悔していますが、素晴らしい

スマイル報告
栗林一郎

様

今年度累計

￥10,500

いつもお世話になります。公式訪問前

の AG 訪問に伺いました。宜しくお願い申し上げます。
座間勇

会員

栗林 AG、先日の「ひばりの夢コンサ

ート」では大変お世話になり有難うございました。本
日もご指導宜しくお願い致します。
角尾彰央

会員

栗林 AG、いつもお世話になり有難

うございます。本日は宜しくお願い致します。

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

7名

5名

2名

2名

58.33 ％

今後の予定 9/4(水)【杉岡ガバナー公式訪問】 9/11(水)【会員増強について】地区委員 9/18(水) 夜間親睦例会

