
第 2845 回例会 

   ◆出席報告 

会員 ６８名 

出席対象者 ６１名 

出席者 ４３名 

出席率 ７０．４９％ 

前々回修正出席率 ６４．０６％ 

 

会長の時間 松岡 忠義 
 

皆さんこんにちは。お元気ですか？ 
今日から、創立６０周年の節目の年度が始まりま

す。まずは、６０年間の歴史の礎を築いてくれたチ

ャーターメンバーと、その理想を営々と繋いで頂い

た、諸先輩方に拍手を贈りたいと思います。皆様も

ご一緒にお願いします。（拍手）ありがとうございま

した。続けて、これからこの伝統を引き継ぎ、相模

原ロータリークラブを尚一層、楽しく活力あるクラ

ブに仕上げていく、現会員にエールの拍手をお願い

します。（拍手）後ほど卓話の時間で、いろいろお話

させて頂きますので、本日の会長の時間は、ここま

でにさせて頂きます。一年間よろしくお願いします。 
 

幹事報告 新倉 裕 
 
１．コロナの影響で国際ロータリー日本事務局の勤

務体制が７月３０日まで在宅勤務延長となりま

した。 
２，当クラブのスポンサークラブである茅ヶ崎ロー

タリークラブ創立６０周年記念式典開催の際、

当クラブより祝電を送った件について、礼状が

届いています。 
３．上半期分の会費の納付について、請求書を各会

員のメールボックスに投函してあります。納期

は、７月３１日までとなっていますので、期日

までの納入をお願いします。 
４． 本日例会終了後、４階会議室にて理事会を開催

します。 
理事会報告 

１入会候補の近藤千奈美さん、早川優さんについて

新会員として入会が承認されました。７日以内に

会員からの異議申し立てがなければ、７月８日の

例会にて入会式を執り行います。 
２．例年恒例の納涼家族懇親会を８月２２日「相模

湖プレジャーフォレスト」にてバーベキュー形式

にて行うことが承認されました。詳細は後日連絡

します。 
３．相模原ローターアクト助成金について、本年度

は会員数５名以内の状態の場合、一律５０，００

０円とし、５名以上に会員が増加した場合には、

増加会員１名当たり１０，０００円を加算するこ

とが承認されました。 
４．地区出向者への支援金について例年、ガバナー

事務所より会議開催の事前登録料の要請があった

場合には、クラブ負担としていたため、本年度も

例年通りとすることが承認されました。 
５．各種事業で予算執行を伴い実施した場合、事業

終了後の直近の理事会へ決算報告書を提出し、理

事会へ報告することが承認されました。 

 
☻松岡 忠義会長・新倉 裕幹事 本日お誕生日を迎えた

皆さん、おめでとうございます。７月誕生日の方々は、

１年を通して最も多いと思います。心より祝福申し上げ

ます。累年皆出席５年の川合靖一会員、不思議な感じで

すが、おめでとうございます。いよいよ新年度がスター

トいたします。コロナ禍の影響を受けながらの船出とな

りましたが、二人三脚で努めてまいりますので、皆さん

 

本日のプログラム 【７月８日（木）】 

「クラブ運営システム説明」

システム委員会

※ ハイブリッド例会 敦煌およびＺＯＯＭ 

次 回 予 告 【７月１５（木）】 

「第１回クラブ協議会」

「活動計画発表」苗村泰徳ガバナー補佐

※ ハイブリッド例会 敦煌およびＺＯＯＭ 

前回のプログラム 第２８４４回 
 

令和３年７月１日(木)  

「祝事 新年度就任挨拶」 松岡会長・新倉幹事 

■点鐘 １２：３０  ■ピアノ演奏 井上 ユリノさん 

 ■ 「四つテスト（４拍子）」 

今週の歌
「すいかの名産地」

高田三九三訳詞・アメリカ民謡

ともだちができた すいかの名産地
なかよしこよし すいかの名産地
すいかの名産地 すてきなところよ
きれいなあの娘 こ の晴れ姿
すいかの名産地

本日のスマイル 68，000 円 
スマイル合計   68，000 円 
月初スマイル 35，000 円 
月初スマイル累計   35，000 円 
スマイル合計  103，000 円 
enn 円 

よろしくお願い致します。

☻松岡 忠義会長 先日、私共の本田にお手伝いのご

褒美として商品券を頂戴しました。ご配慮有難うご

ざいます。気持ちだけありがたく頂いて、同額をス

マイル致します。

☻薗 廣四郎会員・磯崎 嘉徳会員 本日より松岡会

長・新倉幹事の年度の始まりです。創立６０周年記

念事業も予定されており、記念すべき年度です。ご

活躍をお祈り申し上げます。宮﨑・伊藤年度はコロ

ナ禍での一年間ご苦労様でした。会長挨拶は、毎回

秀逸でした。

☻牛久保 政宏会員・根本 敏子会員・緒方 義弘会

員 ２０２１－２０２２松岡会長・新倉幹事新年度

スタートです。コロナ禍の中宜しくご指導お願いし

ます。頑張っていきましょう。

☻杉岡 芳樹会員 新年度スタートですね。松岡会長、

新倉幹事１年間頑張って下さい。６月２５日読売新

聞の本とわたしのコーナーで大きく取り上げられ

ました。県内各地から連絡をいただきました。さす

が読売新聞。神奈川新聞でも何回か登場しています

が、反応は薄いです。また、タウンニュースに次男

が載っています。親子で頑張っています。 笑

☻鈴木 正彦会員・伊藤 孝仁会員・守屋又一会員 松

岡会長、新倉幹事いよいよ新年度が始まりました。

お二人ならではの楽しい例会運営期待しておりま

す。

☻比嘉 成夫会員 苗村ガバナー補佐、松岡会長、新

倉幹事いよいよスタートですね。体身に気を付けて

頑張って下さい。

☻宮﨑 哲朗会員 松岡会長、新倉幹事年度の船出を

祝して。また、一年間ありがとうございました。こ

れからもよろしくお願いします。

☻苗村 泰徳会員 タイガースは今少し休んでいま

す。私も昨年１０月からのガバナー補佐研修で疲れ

ました。特にここのところほぼ毎日ですから。私も

タイガース同様少し休みたい気分です。さて、コロ

ナ禍での「松岡丸」の出航ですが、会長を中心とし

て楽しくやっていただければ幸いです。宜しくお願

い致します。

☻川合 靖一会長 松岡会長、新倉幹事新年度のスタ

ートおめでとうございます。私事ではありますが、

後ろから見る例会場は新鮮で、心地よい新年度を迎

えることが出来そうです。１年間よろしくお願いし

ます。

☻山本 忠典会員・藤田 寛之会員・水野 仁会員・

齋藤 啓夫会員・中村 太郎会員・今岡 俊二会員

・佐藤 典克会員 いよいよ松岡会長、新倉幹事年

度のスタートですね。楽しい例会を期待していま

す。

☻鈴木 誠会員 松岡会長、新倉幹事１年間宜しくお

願い致します。今週お持ちしたゴルフの参加賞です

が、希少な品種の白いブルーベリーが入っていま

す。決して出来損ないではないので、安心してお召

し上がりください。 
☻竹内 健会員 今日より親睦活動の委員長となりま

した。前任の水野さんより高い位置でバトンを受け

取りました。来年は低くなり過ぎない位置でバトン

を渡せるように精進します。皆様何卒宜しくお願い

致します。 
☻池田 亨会員 松岡会長、新倉幹事の新年度スター

トおめでとうございます。これからも楽しみに例会

に参加させていただきます。 
☻不破 俊幸会員 西武信用金庫矢部支店若手職員が

ローターアクトクラブに入会させていただくこと

になりました。今後ともよろしくお願いいたします 
 
 
 



  

       新倉 裕幹事 
 

創立６０周年・松岡忠義会長のもと幹事を務め

ることとなりました。私は２０１５―２０１６年

度に当クラブに入会し、５年が経過いたしまし

た。ロータリアンとしては未だ新会員の部類に属

すると思います。したがって、ロータリーの本質

を知る由もなく、諸先輩方のご指示のもと、今日

までクラブ内の活動や地区への出向に取り組ん

でまいりました。幸い素晴らしい友人や、地区出

向の機会に経験豊富なロータリアンとの交流に

も恵まれ、そのような方々との出会いを通して、

未知なる様々な人との関わりの楽しさを改めて

実感いたしました。 

本年度は、創立６０周年という大きな節目の年

となります。コロナ禍の影響を受けながらの一年

間になると思いますが、様々な制約や制限を受け

ながらも、最大限素晴らしい節目の年になるよ

う、実行委員会の皆さんと共に努めてまいりたい

と思います。 

また松岡会長は、クラブの管理と運営にデジタ

ル化を推進すると、自身の活動計画で提唱されて

います。新型コロナウイルス感染拡大の中、我々

は教訓として日本社会でのデジタル化の遅れを

痛感いたしました。このことは、未だ感染収束の

見通しさえ見えない、今日の状況に少なからず関

連があるように思えます。デジタル化推進の理念

は、SDGs(持続可能な開発目標)推進の理念と共通

ました。どこからでも、いつでも、あらゆる組み

合わせで、意思疎通ができるようになれば、クラ

ブの活動はますます活発になり、充実するでしょ

う。この不自由な時期を活用して、クラブ運営の

改善を企画するべきだと感じています。様々な提

案を用意していますが、まず内容をよく理解して

下さい。そして活発なご意見をお聞かせ下さい。 

以前にも申し上げましたが、ご意見は必ず、私に

直接お聞かせ下さい。必ず関係する役職全員に、

正しく伝えて、真摯に検討の上、改善すべきは即

行動し、議論の経過と結論は必ず回答いたしま

す。 

システム委員会で検討して頂いている、システ

ムが採用されるならば、なお公平な意見交換の機

会が得られると期待しています。全会員が公平に

有意義なロータリーライフを過ごせるクラブを

目指して、微力を捧げられれば、私としても幸の

極みでございます。 

 

松岡 忠義会長 
 

今年度はクラブ創立６０周年の記念の年度で

す。この重要な年度の会長に推され、あまりにも

重大な責務をどのような結果で果たせるか、あれ

これ考えている内に、本日を迎えました。諸先輩

のご指導を仰ぎ、理事役員、各委員長と連携を密

にして、委員会活動の活性化をはかり、全会員が

有意義であったと感じて頂けるような年度になる

よう努めます。 

 本年度は、昨年度から引き続き、コロナ感染症

の猛威が去らぬ中で始まりました。６０周年の節

目の年度ですが、賑やかな会合ができる日の目度

は立っていません。６０周年式典は、松田実行委

員長が早期のご判断頂き、来年５月と可能な範囲

でできる限り先に設定して頂きました。準備に十

分な時間をかけられると共に、感染症収束の期待

も高まります。楽しくて質の高い、充実した記念

式典が行われることを期待します。 

記念事業も、２本の大きな柱が計画されていま

す。実行委員会で、相模原ロータリークラブの伝

統を研く有意義な内容を盛り込んで頂けると確信

しています。 

当面は、旅行が伴うとか、大勢で集まって盛り

上がる活動は、自粛せざるを得ません。この時期

を有効に生かして、内部の整理、改善を図る時だ

と思います。活発に活動している時には手を付け

難い、クラブ運営事務の合理化と事務所の片付け

やリフォーム等も提案して行きたいと思っていま

す。 

昨年度は、例会の開催が制限される中、諸々の

意思疎通が滞り、ロータリー活動を大幅に制限さ

れる事になりました。一方、ZOOMを活用した例

会等、ITの活用で困難を克服できる事も確認され

しているように思います。すなわち、「誰一人取り

残さない」と云う最も重要なコンセプトがそこに

はあり、同様の理念を以てクラブも構築しなけれ

ばならないと考えています。すなわちデジタル化

のより良い推進は、会員の皆さんへ一方的に押し

付けるものではなく、システムの中に無理のない

ように招き入れることと思っています。結果、通常

とは違う非常時の環境下にあっても、絶やしては

いけないクラブの活力を維持し、更には進化し続

けることのできる最も有効的な手段の一つである

と思っています。 

これからの一年、歴史ある相模原ロータリーク

ラブの潜在的な魅力に尚一層磨きをかけ、次代を

担うクラブとして進化できるよう、各委員会と会

員の皆さんとの連携を密にして、一年間幹事とし

て取り組んでまいる所存です。ヨーロッパの宗教

家の言葉に「事の終わりは、はじまりに勝る」と唱

えた方がおりました。そんな一年後の姿を思い描

き、微力ながら松岡会長を支える幹事として努め

てまいりたいと思っています。会員皆様のご協力

を切にお願い申し上げます。 

  

「祝事 新年度就任挨拶」 

松岡 忠義会長・新倉 裕幹事 

 

 

 

７月のお祝い 

皆 出 席  川合靖一会員・５年 

会員お誕生日 西澤健太郎会員・比嘉成夫会員・新倉裕会員・赤間源太郎会員・根本

敏子会員・守屋又一会員・杉岡芳樹会員・鈴木誠会員・杉田豊範会員

阿部邦彦会員・菅野宏一会員・水谷正一郎会員（お誕生日順） 

皆出席 

川合靖一会員 

７月お誕生日

の皆様 


