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大会記念講演

地区大会地区大会地区大会
2022～2023年度2022～2023年度
国際ロータリー第2780地区国際ロータリー第2780地区

レンブラントホテル東京町田
相模原市民会館
レンブラントホテル東京町田
相模原市民会館

2022年10月15日（土）・16日（日）2022年10月15日（土）・16日（日）

津久井中央ロータリークラブ津久井中央ロータリークラブ

相模原ロータリークラブ

相模原中ロータリークラブ

相模原東ロータリークラブ
相模原柴胡ロータリークラブ
相模原ニューシティーロータリークラブ
（相模原おださがロータリークラブ  予定）

相模原ロータリークラブ

相模原中ロータリークラブ

相模原東ロータリークラブ
相模原柴胡ロータリークラブ
相模原ニューシティーロータリークラブ
（相模原おださがロータリークラブ  予定）

10/15（土） 会長・幹事会
レンブラントホテル東京町田

 「未来を語ろう  君のために
　　　　 みんなのために  自分のために」

「お魚と環境のはなし」

さかなクン
国立大学法人 東京海洋大学名誉博士・客員教授

10/16日（日）9:30～　けやき会館大樹の間
　お魚の豊富な知識と経験に
裏付けされたトークでギョ存知！
さかなクンです。
　2015年3月には東京海洋大学
名誉博士を授与されました。
　お魚の情報や正しい知識・美
味しい食べ方や環境問題・漁業
従事者の皆様とともに明日の漁

業を考えて頂こうと、全国各地で講演を行っています。
　執筆活動では『朝日小学生新聞』にて毎週（土）「おしえてさか
なクン」コラムを連載中。また、NHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★
スター』毎週（金）、総合「超ギョギョッとサカナ★スター」（日）では
１つのお魚にフォーカスし、不思議なおさかなの世界を深掘り！
　2021年外務省「海とさかなの親善大使」、2021年環境省「サス
テナビリティ広報大使」、2012年文科省「日本ユネスコ国内委員
会広報大使」 、2011年農水省「お魚大使」。また、2010年には絶
滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。
　さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、「海
洋立国推進功労者」 として内閣総理大臣賞を受賞しました。
　2022年夏には自叙伝「さかなクンの一魚一会～まいにち夢中
な人生!」(講談社)を原作とした映画「さかなのこ」が公開予定。
　東京都出身、館山市在住。画家。

第1日

10/16（日） 本会議
相模原市民会館第2日 会期

会場

ホスト

コ・ホスト
相模原南ロータリークラブ
相模原西ロータリークラブ
（相模原西令和大野ロータリー衛星）
相模原グリーンロータリークラブ
相模原橋本ロータリークラブ
相模原かめりあロータリークラブ

相模原南ロータリークラブ
相模原西ロータリークラブ
（相模原西令和大野ロータリー衛星）
相模原グリーンロータリークラブ
相模原橋本ロータリークラブ
相模原かめりあロータリークラブ

　共和小吹奏楽団は３年
生から６年生までの２６
人で活動しています。「伸
びよう　楽しもう　感謝
しよう」をモットーに
日々音楽を楽しみながら
練習に励んでいます。団
員数が減少していますが、その分みんなの絆は深いものとなっ
ています。本日は、私たちの絆の音楽をお届けします。楽しんで
お聴きください。

本大会アトラクション
 　    「相模原市立共和小学校　吹奏楽団」



PROGRAM

2022～23年度地区大会開催にあたって　
　平素よりロータリーにご理解とご支援を賜っております

ことに感謝を申し上げ、皆様の活発な活動へのご注力に敬

意を表します。

　来たる10月15、16日、金風の季節に地区大会を開催す

る運びとなりました。この時期の開催は実に四年ぶりとな

ります。

　相模原での大会開催は近年頻繁ではありますが、市民会

館をお借りしての開催は、本年のみの予定です。リニアや

相模原駅近辺の再開発もあり、政令指定都市相模原は平成

18～19年に旧津久井郡4町と合併したことにより、人口73

万人となりました。グループ１２クラブの会員数は460名

（6月1日現在）とクラブ数、会員数共に地区内最多で

す。開催ホストとなる津久井中央ロータリークラブは、決

して大きなクラブではありませんが、グループ内全クラブ

総出の御助力を頂いたことにより開催に至りました。

　真のFellowshipは目標に向かってスクラムを組み、お互

いを理解し、協力し、励まし合う中でこそ培われるものだ

とすれば、この地区大会に向かう姿勢は、まさに本当の仲

間を作る実践の場でありました。

　開催にあたりましては準備期間中にコロナの影響を受

け、会場等の手配が思うに任せなかったということは残念

ではありましたが、2つの新クラブ、そしてローターアク

トクラブという新しい仲間を迎え、新しい時代へ向けての

集いとなることでしょう。

　RI会長テーマ「IMAGINE ROTARY !」と地区の指針に

「取り戻そう！」「記憶に残る年にしよう！」を掲げた本

年度を象徴する大会にできればと思っております。

　仲間と集う場、地区大会で皆様にお会いできますことを

楽しみにしております。

ごあいさつ

RI第2780地区 ガバナー

佐　藤　祐一郎
RI第2780地区 大会委員長

杉　本　信　一

■ 本会議　相模原市民会館
　11：30 受付・登録
　12：30 点　鐘
　12：38 開会の言葉
　12：40 物故会員への黙祷
　12：45 参加者紹介・地区内クラブ紹介
　13：30 歓迎の言葉
　13：35 ガバナー挨拶
　13：50 RI会長メッセージ
　14：15 地区大会決議報告
　14：20 記念事業披露
　14：30 来賓祝辞
　14：45 新世代紹介
　14：52 ローターアクト代表挨拶
　14：55 アトラクション　共和小学校ブラスバンド演奏
　15：15 休　憩
　15：20 各種表彰
　15：45 記念講演　さかなクン
　16：50 祝電披露
　16：55 ガバナーエレクト紹介・挨拶
　17：05 次期ホストクラブ会長挨拶
　17：10 RI会長代理、直前ガバナーに記念品
　17：15 大会を顧みて
　17：30 ガバナー御礼の挨拶
　17：35 閉会の言葉
　17：40 点鐘・諸事お知らせ　けやき会館へ移動
■ 大懇親会　けやき会館
　18：00 開　宴
　19：00 閉会の言葉

■新世代交流会　けやき会館大樹の間
　 9：00　　受　付
　 9：30　　開　会
■エクスカーション
　 9：00 受　付
　 9：30　　開　会
　11：30　　昼　食

■ 四種委員会

　10：30～ 四種委員会（登録・資格審査・選挙・決議委員会）

■ 顕彰午餐会

　11：00～ 受　付

　11：30　顕彰午餐会

■ 会長・幹事会

　13：35　　開　会　　　　　　　　　　　　

　13：40　　ガバナー挨拶　　RI会長代理紹介

　13：45　　パストガバナー・地区役員・ガバナー補佐・

 地区委員長紹介

　13：55　　RI会長代理ご挨拶

　14：05　　四種委員会報告　大会決議採択

　14：15　　2021－2022年度地区決算報告　監査報告　　

　14：25　　地区委員会報告

　15：00　　閉会・点鍾

■ 地区指導者育成セミナー

　15：00　　受付・登録

　15：30　　開　会　ガバナー挨拶　講師紹介

　15：35　　講　演　講師 RI会長代理

　16：40　　謝　辞

　16：45　　閉　会

　16：50　　諸事お知らせ

■ RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

　17：30　　開　宴　　アトラクション「鈴木加奈子」

　19：30　　閉　宴

鈴木 加奈子（トロンボーン）
プロ・トロンボーンソリストとして、各地で

演奏活動を展開中。

オリジナル曲を多数制作し、２枚のソロアル

バムをリリース。

生まれつき視覚にハンディがあり、盲導犬と

共に積極的に活動中。

レンブラントホテル東京町田

相模原市民会館

第1日 10/15（土） 

第2日 10/16（日）  本会議

第2日 10/16（日） 新世代交流会・エクスカーション

RI会長代理歓迎晩餐会のアトラクション
　　　　　 「鈴木 加奈子（トロンボーン）」


