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■会長の時間
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今月は会員増強月間です。以前にもお話したことがありますが、今
年度は、会員増強セミナーで学んだ二点、一つはクラブにお誘いする
際、入会するか否かではなく、例会やクラブの行事に遊びに来てくだ
さいと言ってお誘いする、もう一つは、比較的入会歴の浅い方のお知
り合いをお誘いする、という方針に基づき、会員増強予算で、例会に
来てくださったお客様のための例会費を多めに計上しております。多く
の方に、当クラブの良さを体験していただくよう、皆様、ぜひお知り合
いの方を例会にどんどんお誘いください。
今日はもう一つの増強の方法としてとして、衛星クラブのお話をした
いと思います。第５グループには、相模原西クラブをスポンサークラブ
とした相模原西令和大野ロータリー衛星クラブがあります。
衛星クラブとは、２０１３年に新しく認められたクラブの形態で、多
様な会員によるロータリー活動を目指すために、従来のクラブよりも設
立要件を緩和したクラブです。通常の新クラブ設立に必要な会員数
は２０人ですが、衛星クラブは８人の会員で設立できます。また、RI
が定める各クラブの標準定款には、衛星クラブについての項目があり
ます。逆に言うと、衛星クラブはスポンサークラブの定款の下で設立さ
れるので、独自の定款はもちません。会員はスポンサークラブの会員
であり、衛星クラブの会員でもあります。しかし、衛星クラブは、独自
の細則を作ることが認められています。通常のクラブでも、理事など
の役員、例会開催日、会費といった事項は、クラブ細則で定めるこ
とになっていますが、衛星クラブはスポンサークラブと異なる細則を定
めることで独自の理事会、例会開催日、会費などを定めることができ
るのです。なお、衛星クラブの場合理事会の長は、会長、ではなく
議長、ということが定められています。
会長になるにあたり、PETS、地区研修協議会、その他様々な場
面で、現在のロータリーについて学んでおりますが、たった１２年前に
入会した私でも、入会したころと今とでは、随分色々なことが変わっ
たなと、ぼんやりしていた自分に驚くばかりですが、衛星クラブも変わっ
たことの一つです。
もし当クラブで衛星クラブのスポンサーになる機会がありましたら、定
款第２条のクラブの名称に衛星クラブの名称を追加する定款変更とな
りますので、定款第１９条第２節に基づき、２１日前までに内容を通告
した上で、定足数を満たした会員が出席した例会で３分の２以上の賛
成が必要となります。つまり、会員全員にお諮りと議論を行った上で、
設立するということになります。
なお、会員増強には、会員を維持するという側面もありますが、長
くなりましたのでこちらは別の機会にお話しすることとして、本日の会長
の時間は、これで終わりといたします。

■幹事報告

幹事

藤原

新一

①今月の例会等について
・８月９日、８月１６日は休会です。
・８月２３日は夜 間 例 会の予 定でしたが、通 常 例 会となります。
今週の情報

本日のプログラム

卓話

次会のプログラム

外部卓話

近隣クラブ例会情報等

令和4年8月2日

卓話は長瀬会員です。
・８月３０日の卓話はふじさわ湘南ＲＣの相澤パストガバナーです。
開催を延期しておりました第一回炉辺会合については中止と決定
いたしました。
②新型コロナに関して
・Zoom 併用の例会を検討しておりましたが、Zoom での出席数があ
まり多くないことを鑑み費用対効果の観点から見送りといたしました。
・例会開催時に感染した可能性がある場合には、ホテルに報告す
る必要があるため、会長あるいは幹事にご報告をお願いいたします。
③８月２０日薪能について
・当日ポリオ募金を行いますので、ご都合がつく方は１６時頃にお
越しください。チケットのご用意がありますので、ご連絡下さい。

■会員卓話

足立

旬一

昭和３６年８月２日、相模大野にて生誕しました。慶応義塾大学経
済学部を卒業後、
（株）ダイキン工業に就職。大阪合成樹脂営業部
に配属。主にフッ素樹脂塗料を販売。松下電器産業の初代ホームベー
カリー開発を担当しました。
平成元年４月に父親が脳梗塞で入院し、㈲足立不動産に入社。
現在に至ります。
平成３年（１９９１年）９月３日当クラブに入会しました。当時３０歳で
した。推薦者は、故林佑様・故深澤昭憲様でした。両名ともに、藤
原幹事様と同じ不動産鑑定士でした。林先生は、税理士でした。入
会後は、スマイル担当と出席委員会、週報、親睦委員会を数年間担
当しました。
２００３年−２００４年荒木年度で、副 SAA を拝命。鈴木晴澄さんの
背中を見て、会場監督の勉強をしました。２００６年−２００７年山﨑年
度で幹事に就任。相模原南ロータリーの財務や定款細則を多少理解
しました。
２０１１年−２０１２年に大谷ガバナー補佐年度に会長。東日本大
震災復興事業として、大槌小学校にポスタープリンタ一等を寄贈し
ました。１１月に山形東 RC と少年野球教室を仙台にて開催。２０
１３年４月に麻生獣医学園麻生大学にて、地区研修協議会に関わ
りました。
２０１７年２０１８年大谷ガバナー年度で、再度会長に就任。併せて、
地区大会を担当しました。
２０２０年２０２１年澁谷年度で、創立５０周年実行委員長を務めまし
た。JAXA はやぶさ２記念講演を企画しましたが、感染症拡大のため
実施できませんでした。式典・祝賀会も中止。鹿屋西 RC との友好ク
ラブ締結と、岩本会員のご努力で素晴らしい創立５０周年記念誌を発
刊できたことが幸いです。
当クラブの２５周年小方年度では、阪神淡路大震災。４０周年鈴木
年度は、東日本大震災。５０周年澁谷年度は、コロナ感染症拡大。
来る５５周年・６０周年が穏やかに迎えられることを祈ります。
※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

長瀬会員
相澤様（パストガバナー ふじさわ湘南 RC）
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■ご報告

米山奨学生

査

雯婷

白く返事をいただきました。
これは大切な経験をいただいたと思い

ます。

2022年度のロータリー米山奨学生のサブンティです。相模原南

８月中旬に日本へ戻る予定なので、また皆様と会える機会をお

クラブの皆さま、ご無沙汰しましたが、お変わりありませんか。
まだ

楽しみにしております。

コロナの大変な時期に皆様どうぞお体に気をつけてお過ごしくだ

■名誉会員 本村市長

さい。

今年に入り、一篇目の紀要論文「動物の視点から具なる世界を

訪問日

発見するための絵画研究」をやっと
『女子美術大学研究紀要第52

出席者

号』に掲載され、今二篇自の紀要論文も書き始まり、大量の文献を
調べ書いています。今年の論文は古代から有名な民話「鯉の滝登

訪問

令和４年８月８日
会長

徳久京子 （さがみはら能実行委員長）

前会長

一ノ瀬裕 （前さがみはら能実行委員長）

幹事

藤原新一

社会・国際奉仕委員長

り」からインスピレーションを得て、今まで研究したテーマと融合し
て、今年の新作の「猫の滝登り」に基づいて、書いております。皆様

前幹事

のご存じのように、洋画専攻の私は、今年も作品を制作し続けてお

松山隆雄 （能楽師）

鈴木昌彦

ります。今年か来年に個展を開催するつもりです。

７月上旬からサマースクールのため、チェコに参りました。3週間

の授業を受ける予定をしており、Bookbinding、Serigraghy、Video

making 3種類の授業を選び、一週ずつ受ける予定です。毎週金曜

日にその週の作品を展示するため、チェコで展覧会を開催してい

ます。
こちらでは色々な国の人と出会って、特にビデオの作品を制
作するため、沢山知らない人にお願いして、皆さん本当に優しく、面

■慶祝

誕生日記念祝
8月 2日 足立
8月 2日 中村
8月 7日 松井
8月 19日 竹村
8月 21日 長瀬
8月 26日 山田
8月 27日 鈴木

誕生日記念祝（ご夫人）
8月 1日 江田 昌弘 君
8月 9日 藤原 新一 君
8月 10日 小川 仁司 君
8月 13日 一ノ瀬 裕 君
8月 28日 長瀬
徹君

結婚記念日祝
8月 7日 松井 克之 君
8月 9日 藤原 新一 君

旬一 君
好孝 君
克之 君
克二 君
徹君
修君
晴澄 君

夫人
夫人
夫人
夫人
夫人

美 和様
衣美子 様
美恵子 様
幸 子様
佳 子様

■本日のスマイルBOX
徳久 京子 君、藤原 新一 君
★引き続き暑い日が続き、感染者も多い状態です。そんな中、
例会にご参加頂きありがとうございます。来週、再来週は
休会です。皆様におかれましてはご自愛の上、佳き休暇を
お過ごしください。
藤原 新一 君
★妻の誕生日、結婚記念日のお祝いありがとうございます。
記念日が重なっているので８月は大変です。
足立 旬一 君
★本日卓話をさせていただきます。皆様食後のお昼寝をお楽しみ
ください。今日６１歳の誕生日です。プレゼントをいただき、
ありがとうございます。
奥橋 園子 君
★先週箱根にメイクしてきました。来週ミャンマーに行きます。
拘束されたら身代金を皆様お願いします。

□出席報告：出席委員会
前々回
第 2439 回
第 24 4 1 回

7 月 19日
8月

2日

8月 2日

会員数

小野田 勝宏 君
★コロナ禍の中、例会に参加出来る事をスマイルいたします。
一ノ瀬 裕 君
★かみさんの誕生日、素敵な品をありがとうございました。ま
だ元気で仕事をしています。
長瀬 徹 君
★バースデープレゼントありがとうございました。
山田 修 君
★誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。飲み過
ぎないように気を付けます。
松井 克之 君
★誕生日祝いありがとうございます。

■本日のスマイル
■累
計
出

席

メイクアップ

合

計

33,000円
128,000円

出 席（％） Zoom 欠

席

当日

48（45）

39

0

39

86.67

−

6

修正

48（45）

39

0

39

86.67

−

6

当日

48（42）

27

0

27

64.29

−

15

7月1 9日
（ 修 正 ）完 全欠席= 柏原、鈴木(雅)、竹村、
中山(智)、
松井、
森泉

会報委員長 栗林

担当委員

鈴木
（昌） 大谷 足立 森泉 中村
（文） 若林 柏原 江尻 小川 吉田 須坂 鈴木
（晴） 中山
（義） 松井 米田

