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第2427回例会

■外部卓話

（

津田

雄一 様

）

JAXA宇宙科学研究所
宇宙飛翔工学研究系 教授

自己紹介
なまえ：津田 雄一 （つだ ゆういち）

相模原市立相模台小・相模台中出身

東京大学 航空宇宙工学専攻 博士課程を経て，JAXA宇宙科学研究所着任．

相模原市名誉観光親善大使（本日着任）
大学では， 航空宇宙工学を専攻．

しごと： JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 教授（研究者）
・「M-Vロケット」の開発

・「はやぶさ」のオペレーション

・「イカロス」の設計，開発，オペレーション （サブチームリーダー）
・「はやぶさ２」の設計，開発 （プロジェクトマネージャー）

はやぶさ
打ち上げ： 2003年
運用終了：2010年

今週の情報

本日のプログラム
次会のプログラム
近隣クラブ例会情報等

イカロス
打ち上げ： 2010年
運用終了：2013年

No.19

はやぶさ２
打ち上げ： 2014年
運用継続中

令和4年3月29日

■会長の時間

会長
ますひさ

一ノ瀬

裕

冒頭で黙祷を捧げました故・古木益美左会員は昭和４８年入会、長き
に渉る功績に敬意を表したいと存じます。
地区よりウクライナ難民支援の義捐金協力依頼が来ております。寄付
の目安として一人当たり千円以上をお願い致します。
２０２２年地区研修・協議会が４月２９日に開催されます、よろしくお願い
致します。
今年度地区大会が３月２０日・２１日に開催されましたが、初日の会長・
幹事会の報告をさせて戴きます。
●戦略計画委員会：２０１９年度に地区ビジョンを策定し、その年度の地
区大会にて認証を受けました。今年度は当該地区ビジョンを浸透させ、推
進・バックアップ活動をしています。
●地区研修委員会：①地区チーム研修セミナーを２月２６日に実施②会長
エレクト研修セミナーを 3 月１２日に実施③地区研修・協議会を４月 29 日に
開催予定④地区大会でクラブリーダーセミナーを開催⑤ガバナー補佐エレク
トの研修は昨年１０月より計９回実施⑥地区委員会へのサポートをしている
●地区危機管理委員会：昨年７月２９に「COVID-19（新型コロナウィルス）
に関する地区およびクラブ運営ガイ
ドライン」を配信しました。危機管理セミ
ナーを開催し、また危機管理規定と危機管理連絡網の改定をしました。
●姉妹地区委員会：韓国済州島第３６６２地区との姉妹地区が誕生してか
らの特別委員会も本年度で６年目を迎えました。コロナの影響で初の韓国と
の Zoom 会議を開催し、また、女性会員同士の Zoom 交流を開催しました。
●地区ホームページ委員会：２月末に公開出来ました。地区ホームページは
５年に１度公募案内することとなっており、昨年６月末にアシスト・ワン様に決
定しました。今回の大きな変更点は一般向け、
会員向けの HPと分けました。
●地区クラブ管理運営委員会：「クラブフューチャービジョンセミナー」を３
委員会合同で開催し、５２クラブ６３名のクラブ会長エレクトを中心にご参加
いただきました。次の３つの委員会があります。①クラブ支援推進委員会（杉
﨑信一委員長）②規定審議会担当委員会③デジタル化推進委員会
●公共イメージ委員会：世界ポリオデー inD2780 では、１０月２４日開催の
世界ポリオ根絶サミットに向けての PR の中でラッピングバスの確認報告を
募り、多くの投稿を戴きました。また、エンドポリオオックスフォードシャツの
作成を行いました。
●地区会員増強維持拡大委員会：１１月には久しぶりの新会員の集いをリ
アルで開催しました。日帰りバス研修旅行として米山梅吉記念館や三島大
社の参拝をし、新会員同士の交流だけでなく、米山奨学生や学友生との
交流の機会となり非常に有意義でした。５月には増強セミナーを開催します。
●奉仕プロジェクト委員会：職業奉仕委員会は１月の月間に卓話を実施し
ました。社会奉仕委員会は、２月１０日にハイブリッドにて委員長会議を７１
名の参加で行いました。国際奉仕委員会は、３月６日にハイブリッドにて委
員長会議を７２名の参加で行いました。
●青少年奉仕委員会：ローターアクト委員会、インターアクト委員会、青少
年交換委員会、RYLA 委員会などを通じて、リーダーシップ能力を伸ば
す支援をしました。
●ロータリー財団委員会：補助金配分・VTT 委員会、財団資金推進委
員会、補助金管理委員会、平和フェロー・奨学金委員会、ポリオプラス
委員会の 5 委員会が充実した活動を行いました。
●米山委員会：昨年７月１日に指定校説明会を開催し、１２校が出席。８
月２１日には「米山世話クラブカウンセラー・クラブ米山担当者セミナー」を
開催、ハイブリッドで９１名の出席を戴きました。次年度は２３名の新奨学生
が合格しました。２月２０には今年度奨学生の奨学金終了式を開催しました。
以上、地区大会の会長・幹事会の報告となります。
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■幹事報告

■地区大会の様子

昌彦

ロータリーの友３月号紹介

三橋 まなみ 様（元青少年交換留学生）

■次年度理事役員の変更について

担当：中山

会長エレクト 徳久

京子

■本日のスマイルBOX
一ノ瀬 裕 君
★三橋まなみさん、ようこそいらっしゃいました。久しぶりで懐かしいです。本
日は JAXA の津田様、卓話をどうぞよろしくお願い致します。
鈴木 昌彦 君
★三橋まなみ様、ようこそお越し下さいました。
市川 孝幸 君、杉﨑 信一 君
★三橋様ようこそ南クラブにお越しいただきありがとうございます。津田様、卓話
よろしくお願いします。
徳久 京子 君、栗林 一郎 君、青木 亜也 君
★津田様、本日の卓話よろしくお願いいたします。三橋さん医学部合格おめ
でとう
！卓話楽しんでください。
足立 旬一 君
★JAXA津田様、卓話ありがとうございます。三橋様ようこそいらっしゃいました。
合格おめでとうございます。
岸 勲君
８０回目の誕生日を迎えます。皆様に祝っていただき感謝、感謝です。
★昨日３０日で、
中澤 矩長 君
★結婚記念日のお祝いありがとうございました。
５４回目の記念日です。愛妻
と人生を楽しんでいます。

□出席報告：出席委員会
2月

1日

3月 29日

3月 29日

会員数

義夫

ロータリーの友3月号の紹介をさせて頂き
ます。
かんのたけし
始めにあります東北大学病院の菅野武様の記事は、
あの東日本大災害
の時に、現場で体験された実に生々しい内容になっています。
その時の事を
後日ニューヨークでスピーチをされ、会場の方々が大きな感動を覚えたことが
詳細に書かれています。やはり現場で体験した人は、後世に語り継ぐ事が
絶対に必要だと、思い知らされました。
次の浅井さんの記事も大変興味深いです。
ロータリアンにはすごい人が沢
山おられる事を改めて知ることができます。
他にも興味深い記事がありますが、時間の関係で省略させて頂きます。

３月８日の例会で報告しました次年度理事役員の変更について、以下の
通りになりましたのでお知らせします。
幹事 藤原新一会員
理事 足立旬一会員

第 24 2 7 回

鈴木

三橋まなみ様，
ようこそお越しいただいました。合格おめでとうございます。
４月２０日、２１日、地区大会にご出席いただき、ありがとうございました。
長寿会員表彰として黒河内会員，古木会員が受賞いたしました。古木会
員が３月２２日にご逝去されました。会員の皆様にはメール及びファクシミリ
にて連絡いたしましたが、近親者のみて執り行うとのことです。慣例により
弔電を送らさせていただきました。クラブ内規に基づく弔慰金は私の方から
ご遺族にお渡しさせてただきます。
今後の予定ですが、４月の例会は予定通り開催いたします。４月２９日
は地区協議会が開催されます。次年度役員が出席対象ですので、会長
エレクトより連絡がありましたらご出席をお願いいたします。５月１５日の相模
原南ロータリークラブ６０周年記念式典は会長と幹事で出席して参ります。
５月２４日は鎌倉ロータリークラブに合同（移動）例会となります。中村例
会親睦委員長が準備を進めていますので、ご出席をお願いいたします。
５月２１日は奉仕デー「ホタル舞う相模原」講演会を津久井公民開館で、
２９日は桂川・相模川クリーンアップキャンペーンの予定しております。時節
柄、参加人数などの制限もあるようです詳細は奉仕プロジェクト委員会 山
田常任委員長よりご案内があると思いますので、よろしくお願いいたします。
５月２９日は第５グループ合同懇親会を予定しております。クラブからの参加
人数は１５名程度でございますので、次年度地区役員、地区大会委員な
どの中心にお声かけをさせていただきます。ウクライナ難民支援の義捐金
のお願いが地区からきております。会員一人当たり 1,000 円以上というこ
とでございます。４月の理事会にて支出方法などを相談した上で募金を募
りたいと思います。
【今後の例会予定】
4 月 5 日 11:30 〜第９回理事会 12:30 〜第２４２９回例会
4 月 12 日 12:30 〜第２４３０回例会
4 月 19 日 12:30 〜第２４３１回例会
4 月 26 日 休会（祝日週のため）

■本日のビジター

前々回
第 2425 回

幹事

小方 實 君
★誕生日プレゼントいただき、
ありがとうございます。
中島 信義 君
★この度は、私の病気の件で様々なご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
心臓に毛は生えていませんでしたが、少し疲れている様なので、
しばらく養
生します。
いつもありがとうございます。
長瀬 徹 君、須坂 知恵 君
★三橋様、
ようこそおいで下さいました。津田様、卓話楽しみにしております。
小野田 勝宏 君
★先日の地区大会では皆様に大変お世話になりました。
また、
お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。
雫田 直輝 君
★三橋まなみさん、
ようこそいらっしゃいました。JAXA津田様、本日の卓話楽し
みにしておりました。
どうぞよろしくお願い致します。
竹村 克二 君
★例会再開を祝してスマイルします。

■本日のスマイル
■累
計
出

席

メイクアップ

合

計

39,000円
600,000円

出 席（％） Zoom 欠

席

当日

52（45）

28

0

28

62.22

−

17

修正

52（45）

28

1

29

64.44

−

16

当日

52（46）

34

2

36

78.26

−

10

2月1日
（ 修 正 ）完 全 欠席=江尻、小川、黒河内(彰)、雫田、澁谷(直)、嶋津、鈴木(雅)、竹村、中島、中村(好)、中山(智)、松山、溝渕、宮崎、米田、若林

会報委員長 藤原

担当委員

松井 米田 青木 足立 奥橋 黒河内 嶋津 鈴木
（晴） 須坂 中山
（義） 長瀬 小林

