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慶祝　会員卓話

「社会・国際奉仕委員会研修」
　１２月１０日（土）、アイクロス湘南で社会・国際奉仕委員会主
催の「やってみよう、新しい何かを」というテーマで研修がありまし
た。出席者９０名という盛況で、当クラブからは杉﨑さんがガバナー
補佐として、小方さんが地区副幹事として、大谷さんが地区ロー
タリー財団委員長として、クラブからは私と米田さんが社会国際
奉仕副委員長として出席いたしました。大和田園ＲＣの前年度
会長古谷田紀夫さん、鎌倉中央ＲＣの山口道孝さんの講演のあ
と、９つのグループに分かれて各クラブの現在の奉仕活動や将
来の奉仕活動について意見を交換しました。どなたのお話も大
変興味深く、眠くなる暇のない充実した研修でしたが、印象に残っ
たことをいくつか申しますと、まず佐藤ガバナーのお話です。ガバ
ナー公式訪問では、コロナで中断した奉仕活動を止めるか再開
すべきかとか、海外での奉仕活動をしたいが海外のニーズ、海
外でのパートナーをどうやって探したらよいか、といった奉仕活動
に関する質問が一番多かったそうです。社会・国際奉仕委員会
は、このような各クラブの要望に応えるために、奉仕活動に関す
る専門知識・人材・経験談などの情報を各クラブに提供するリソー
スネットワークというものを作成しているそうですから、公開される
のが楽しみです。
　もう一つ印象に残ったのは、かながわ湘南ＲＣの髙木直之さん
のお話にあった、奉仕活動における六つのテストです。「命を救
えるか」「地球を救えるか」「暮らしを助けるか」「知識をもたらすか」
「平和をもたらすか」「希望をもたらすか」奉仕活動をこの六つのテ
ストに照らして考えてみよう、というのです。六つ全部を満たすと
なると随分と大きな話になってしまいますが、全部でなくてもよい
そうです。一番大事なのは「希望をもたらすか」です。奉仕する
相手だけでなく奉仕するロータリアンにも希望をもたらすか、という
のは奉仕活動を前向きに考えるためのわかりやすく素晴らしい指
針だと思いました。
　年明けには二つの奉仕活動が控えていますし、新しい奉仕活
動に向けた動きも理事役員の間では始まっております。来年は
「希望をもたらす」奉仕活動の実践を頑張りましょう。

◆今後の予定
・来週２０日はうかい亭にてクリスマス例会です。
・２０２３年最初の例会は１月１０日です。また来月は炉辺会開催
月ですので、リーダー・サブリーダーにおかれましては、準備等
よろしくお願いいたします。

・２０２３年２月１３日（月）１３：００～１３：４５、相模女子大にて出
前授業を行います。案内の方をご確認下さい。

・２０２３年２月１８日（土）９：３０～１１：００まで幼児サッカー教室を
開催いたします。お手伝い等に来ていただける会員の方、メイ
ク扱いとなりますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

　本日は貴重な例会にお時間を頂き、ありがとうございます。地区
大会が無事終わり、１日も早く伺いたいと思っておりました。栗林
会員と足立会員には、地区大会実行委員会の中心になって御協
力を頂きました。又、日頃より多くの南クラブ会員の皆様の御支援、
そして大谷ＰＧはじめ先輩の活動の蓄積の上に本年度が成り立っ
ております。心より御礼を申し上げます。本年度もまだ半年ござい
ますので、今後とも宜しく御願い申し上げます。

　令和元年、平成最後の市長として就任いたしまして、４年目を迎
えました。
何よりもまず思い浮かぶのは、令和元年１０月に発生した「東日本台
風」です。
市全体でも、尊い命を奪われた方が８名いらっしゃるなど甚大な被害
がありました。
引き続き、地域に寄り添った対応をしていきたいと思っています。
令和２年１月には、初めてコロナウイルスの陽性患者が確認されまし
た。関係医療団体、国や県と連携しながら、ワクチン接種等の取
組を進めてきました。

■幹事報告 幹事　藤原　新一

■会員卓話
本村　賢太郎 様（相模原市市長 名誉会員）

■御礼のご挨拶
佐藤　祐一郎 様（パストガバナー　津久井中央ＲＣ）

（裏面につづく）
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■本日のスマイル  25,000円
■累　　　　 計  516,000円
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第 2453 回 1 2月 13日

第 2451 回 1 1月 29日

□出席報告：出席委員会 12月13日
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　11月29日（修正）完全欠席 =市川、小川、澁谷（直）、鈴木（雅）、中島、中山（智）、松山、溝渕

会報委員長  栗林　　担当委員  栗林　米田　松井　森泉　鈴木（晴）　須坂　吉田　小川　柏原　若林　中村（文）　鈴木（昌）　大谷　足立　江尻　中山（義）

杉﨑　信一 君
★本日は当クラブへお越し頂きありがとうございます。またガ
バナー公式訪問６７クラブお疲れ様でした。
足立　旬一 君
★相模原市市長本村様、お忙しい中、卓話を頂きありがとうご
ざいます。
栗林　一郎 君、杉﨑 　信一 君、森泉　朋子 君、奥橋　園子 君、
小方　實 君、長瀬 　徹 君、中村　辰雄 君、小林　大二郎 君、
雫田　直輝 君、岩本　勉 君、柏原　政人 君、中村　好孝 君
★本村市長、佐藤ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
　本日の卓話　を楽しみにしております。
青木　亜也 君
★今年最後の例会出席です。よいお年をお迎え下さい。

　４年間のうち３年半が、この台風と新型コロナウイルス感染症の対
応でした。
　また、大きなテーマとなったのが、麻溝・新磯野第一整備地区土
地区画整理事業です。検証の中で見えてきたことは、本質的には
体制の問題だということです。内部検証や第三者委員会等から組
織体質を変えなければならないとの指摘をいただきました。そうした課
題をクリアしながら、本市、南区にとっても、未来への新たな拠点と
して、改めて再スタートを切る決断をしました。
　未来へ襷をつなぐのは私の市政方針の根本にあります。行財政
構造改革プランもその一環です。将来の世代に魅力に満ちたまちづ
くりを実現するため、現状を正直に市民に説明し、対話をしてきました。
今後は、特に、子育てと教育とまちづくり、この３点に力を入れたい
と思っています。
　そうした中、国が今年の１月に発表した２０２１年度の「人口移動報告」

において、本市は他自治体からの転入者が転出者を上回る、『転
入超過数』が、全国１７１８市町村中、トップ１０に入りました。多く
の皆様に相模原市を選んでいただいていると実感しています。今後
も、本市のもつ様々な魅力を効果的に発信することにより、定住・転
入を促進し、「子育てするなら相模原」、「第２・第３の人生を過ごす
なら相模原」、「起業をするなら相模原」と言っていただける「幸せ
色あふれるまち」の実現に取り組んでまいります。 

■本日のスマイルBOX

佐藤　祐一郎 様（パストガバナー　津久井中央ＲＣ）
★とつぜんで申し訳ありません。地区大会など日頃の御協力の
御礼を申し上げたく、参りました。
　よろしくお願い申し上げます。
徳久　京子 君、藤原　新一 君
★本村様、ようこそお越し下さいました。
　卓話楽しみにしております。
大谷　新一郎 君
★大変お忙しい所を、本村市長様ようこそいらっしゃいました。
市政に対する、エネルギッシュなアクションすばらしいです。
本日はよろしくお願いいたします。
大谷　新一郎 君
★ガバナー、大変すばらしいロータリーをありがとうございます。
あと6ヶ月、引き続きのご活躍をお祈りいたします。

■本日のビジター

本村　賢太郎 様（相模原市市長 名誉会員）、 佐藤　祐一郎 ガバナー（津久井中央ＲＣ）

【横のページ】
●８～１５ページ
　特集「疾病と治療月間・ロータリアンつくるめし」が紹介されてい
ます。健康めし、元気めし、ゲン担ぎめし、〆の一口。地域性のある
めしを選ばれているのが特徴的でした。
●２８～２９ページ
　鎌倉ＲＣ会員の久保田英男さんが執筆されている「おいしい生
活のためのヒント」では、「ん」がつく食べ物を食べると「運」を招き

担当 ： 吉田　一紀ロータリーの友１２月号紹介

入れよくとしていいと言われているようです。
【縦のページ】
●２３ページ
　相模原ＲＣの「空飛ぶ出前授業みんなでドローンチャレンジ」が
載っています。同クラブでは創立６０周年のテーマを青少年奉仕と
定め、祈念事業として市教育委員会の後援も受け開催されまし
た。何より子どもたちに喜ばれたことが会員全員感慨ひとしおだっ
たようです。我 も々そうした活動を実践したいですね。
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