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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

      私は、昭和 48 年 5 月 2 日に相模原にて生ま 
れ、以来 43 年間ずっと相模原に在住していま 
す。小さい頃の住まいは清新で、小学校も清新 
小学校、中学校は小山中学校に通っていました。 

      高校は今は無き相武台高校でした。高校時代 
はろくに学校も行かず、バイクばっかり乗って 
いた記憶しかありません。18 歳（高校 3 年）の

時、バイクで大事故を起こしてしまい、両手・

両大腿骨・顎を骨折し、二本足でビッコを引き

ながら歩けるようになるまで、１年も掛かって

しまいました。高校にも通えないので、学校も

辞めなくてはならなくなり、結局、右足の骨折

が酷かったため、何度か手術をして 24 歳の頃

に完治という形になりました。 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

諸隈 武 

19 歳の時、二本足で歩けるようになった頃、 
就職を考えましたが、先にもありますように何 
回か手術をしなればいけない事が決まっている 
段階でしたので迷っていた時に、当時は社長で 
あった父親に声を掛けられ、今の会社に就職す 
ることになり、今に至っています。 
 三年目（20 歳）くらいまでは、会社に対して 
など何も考えていなくて、車で走る事しか考え 
ておらず、定時で終わっては友達たちと車で走 
り回っている毎日でした。 
 20 歳の秋頃から、会社の状況が芳しくないの 
は知っていた為、奮起し社業にも真剣に取り組 
むと共にＩＴバブルの頃だったこともあり、会 
社の状況も少しずつ改善していきました。 
   

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 

36 歳の時に青工研に入会しました。青工研に入 
会してからは先輩方の話を聞くようになって、今 
までやっていたことは会社の経営ではなく、よく 
言って工場長クラスの事しかしていなかったとい 
うことを思い知らされ、自身の今の会社経営に役 
立つ勉強をさせて貰いました。 

     特に、青工研に入会して一番考えるようになっ 
たことは「社会」ということに対して考えるよう 
になったのが、今の自身の経営の礎になってると 
思います。38 歳の時に社長になり、現在に至って 
おります。 
 
 

大塚 征弘 

自己紹介と自社の紹介をさせて頂きます。私は

昭和 48 年 7 月 20 日生まれの 43 歳で、3 人兄弟

の次男になります。生まれは静岡県御殿場市にな

ります。実家は相模原市二本松にあり、現在は八

王子市に住んでおり、大学の同級生の妻と 17 歳

になる長男がいます。 
ロータリーの職業分類は金属切削加工業で、入 

会を勧めてくださった豊岡さんと同じ系統で、祖 
父が橋本の興福寺近くで創業して 70 年目を迎え 
ます。法人としては 9 月に 50 期目を終え、現在 
51 期目の会社です。 
自分のことだけでなく色々なことが重なり、家 

業でもある自社を事業承継しましたが、相模原で 
動き回ったのは小学校だけで、中学・高校は都内 
の大学付属の学校に通い、大学は大阪で建築学科 
に入学・卒業しました。 
 学生生活では、一貫して運動をしてはいました

が、中学はバスケ、高校は陸上、大学はアイスホ

ッケーと、特に拘ることもなく、その時々の友人

に誘われるがまま、運動を楽しんでいました。 
 就職も奈良県の地場ゼネコンに入社し、奈良に 
配属されたため、大学も含めて 14 年間、相模原 
とはほとんど縁がありませんでした。 
私が就職した時代は、就職氷河期と言われる時 

代だっただけでなく、政治家との汚職などでゼネ 
コン全体のブランドイメージが損なわれ、多くの 
同級生が設計事務所やハウスメーカーを希望す

る中で、当時は不人気極まりなかったゼネコンを 
 

 
 
希望したため、学校推薦を頂けたことから大成建 
設やフジタなど大企業を受けることが出来ました 
が、案の定不採用となり、結果バブル崩壊後、真 
っ先に破綻したゼネコンで当時、会社更生法適用 
中だった村本建設（株）に入社し、施工管理いわ 
ゆる現場監督として丸 10 年勤めることになりま 
した。 
 就職してから 9 年目に父が入院したことは、改 
めて家業でもある自社を意識せざるを得ないきっ 
かけではありましたが、その時点の私はまだそこ 
まで考えていませんでした。 
それよりも前職の会社が会社更生を終えたにも 

関わらず、待遇が一向に良くなる気配がなかった 
ことで退社を決意し、ちょうど 10 年で村本建設 
を退社し、転職活動することになりました。 
ですが退社したものの転職活動が上手くいかな 

かったタイミングで、兄が突如養子に行ったこと 
が重なり、更には自分の代で辞めるつもりでいた 
父が転職活動に苦しむ自分に、『だったらウチで 
働け』と救いの手を差し伸べてくれたことが重な 
って、9 年前に転職の延長に事業承継がある自社 
へと入社することになりました。 
 幸い入社１年目は自動車関係が好調で、自分自 
身も前職の経験から、まずはお金の勉強と経理と 
営業を中心に仕事を覚え始め、かつ当時 24 時間 
体制に近い状態の自動車関係の交代要員として、 
夜の製造ラインにも入っていました。 
ところが、2 年目にリーマンショックによって 

売上は半減してしまい、その時点で１社に対する 
依存の危険性を痛感し、単純に父と同じやり方で 
はやっていけないことへの焦りを日々感じました。 

この 9 年の間に、ほぼ全ての社員が入れ替わっ 
てしまいましたが、3 年前から妻に入社してもら 
ったことから若手社員が定着し、成長もあって入 
社 8 年目にようやく黒字にすることが出来、今年 
9 月の決算においても何とか黒字にすることが出 
来ました。 
また、これまで数年前に私と同時期に入社した 

パート社員が妻の介護を理由に退職したことを除 
き、円満退社と言えない退社が続いていたのです 
が、来年ようやく 7 年前に中途採用した 64 才の 
方が定年を迎えることができるまでになりました。↗ 
 



 

                  

 リーマンショックを経て、とにかくお客様先の 

業種や業界を分散し続けた結果、それぞれのお客 

様への依存度が落ちたため、リスクの分散化は図 

ることが出来ましたが、まだまだ万全とは言えず、 

安定には程遠い状態ではありますが、今の幅広い 

世代の社員たちが、これからも安心して働く環境 

を提供出来るよう努めてまいります。 

 最後に、中ロータリーに 7 月から入会して 5 ヶ 

月が過ぎました。まだまだ解らない事だらけであ 

り、自分自身も車輪の一部として動き回っている 

こともあって未熟極まりないのですが、忙しい中 

でも時間を作り、ロータリーに参加し続けること 

が自身の成長にも繋がると信じており、これから 

も楽しんで参加していこうと思っています。どう 

ぞ宜しくお願い致します。 

 

＜委員会報告＞ 
○増強ショートスピーチ    中里 和男 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強は毎年必要であり、永遠のテーマです。 

    当クラブの職業分類には空白の部分があり、万遍 

なく、いろいろな職業の会員がいると活性化もで 

きると思います。以前は病院や医師の会員も多く 

いましたが、現在は０ですので、ぜひ増強できれ 

ばと思います。急なスピーチでしたので、思いつ 

くままにお話させて頂きました。（概要にて掲載） 

 

○米山奨学会委員長       江成 利夫 

先月より寄付のお願いをしておりましたが、本 

日現在で会員寄付は 660,000 円、クラブ寄付は上 

期分が 66,000 円、下期分（来年 1月送金分）は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,000 円を送金予定ですので、総額 798,000 円と 

なり、目標額を達成することができます。皆様の 

ご協力ありがとうございました。（概要にて掲載） 

 

 

●櫻内会長、早川幹事 

①本日のイニシェイションスピーチの諸隈会員、大塚 

会員、楽しみです。よろしくお願いします。 

②結婚記念日祝の大坪会員、大井会員、入会記念 

日祝の永保会員、加賀会員おめでとうございます。 

③20 日は「家族例会」です。皆さん、楽しみましょう。 

●竹田 繁会員 

①先週は妻の誕生日祝のお花を戴き、ありがとうござ 

いました。 

②本日も所用により、欠席させて頂きます。 

●永保 固紀会員 

 入会記念日祝をありがとうございます。  

●大井 達会員 

①大塚会員、諸隈会員、イニシェイションスピーチ、 

よろしくお願いします。 

②記念日の大坪会員、永保会員、加賀会員、おめで 

とうございます。 

③私も結婚記念日祝をありがとうございます。 

●大坪 征弘会員 

①本日はお祝を戴きまして、ありがとうございます。 

②大井会員、永保会員、加賀会員、おめでとうござい 

ます。 

●中山 徹男会員 

先週は妻の誕生日祝をいただき、ありがとうござい 

ました。 

＜裏ページに続く＞ 



 

                     

＜前ページより続く＞ 

●諸隈 武会員 

①結婚記念日と入会記念日祝の皆様、おめでとうご 

ざいます。 

②本日はお手柔らかにお願いします。 

●大塚 正浩会員 

①結婚記念日祝の大坪会員、大井会員、入会記念

日祝の永保会員、加賀会員おめでとうございます! 

②イニシェイションスピーチをします。優しい気持ちで 

  お願いします。 

●金沢 邦光会員 

  今年もこの会場では、最後の例会ですね。一年が 

  早いです！ 

●横溝 志華会員、冣住 悦子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②諸隈会員、大塚会員、イニシェイションスピーチを 

        楽しみにしています。 

●菊地 啓之会員 

①イニシェイションスピーチの諸隈会員、大塚会員、 

楽しみにしております。 

②結婚記念日祝、入会記念日祝の皆様、おめでとう 

ございます。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の大坪さん、大井さん、入会記念日 

        祝の永保さん、加賀さん、おめでとうございます。 

②イニシェイションスピーチの諸隈さん、大塚さん、 

        楽しみにしています。 

●中里 和男会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②寒さも厳しくなり、気候の変動が大きいので、健康 

        に留意しましょう。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日お祝を受けられる皆様おめでとうございます! 

②諸隈さん、大塚さん、イニシェイションスピーチ楽し 

        みです。宜しくお願い致します！ 

●池之上 和哉会員 

①12 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②諸隈会員、大塚会員、イニシェイションスピーチ、 

楽しみにしています。 

 

 

 

●阿部 毅会員 

①結婚記念日及び入会記念日をお迎えの皆様、お 

めでとうございます。 

②本日、イニシェイションスピーチの諸隈会員、大塚 

会員のお話、楽しみです。 

●黛 裕治会員 

①12 月結婚記念日と入会記念日お祝の皆様、おめ 

  でとうございます。 

②本日、イニシェイションスピーチの諸隈さん、大塚 

  さん、楽しみにしています。 

●伊倉 正光会員 

①諸隈会員、大塚会員のイニシェイションスピーチ、 

  楽しみにしています。 

②結婚記念日と入会記念日祝の会員皆様、おめで 

  とうございます。 

●田後 隆二会員 

①イニシェイションスピーチ、楽しみです。 

②お祝の皆様、おめでとうございます。 

③中里さん、増強スピーチありがとうございました。 

●江成 利夫会員 

①結婚記念日と入会記念日祝の方々、おめでとうご 

  ざいます。 

②イニシェイションスピーチの諸隈会員、大塚会員、 

  よろしくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

①今月の結婚記念日と入会記念日祝の皆様、おめで 

  とうございます。 

②諸隈会員、大塚会員、イニシェイションスピーチ、 

  楽しみです。よろしくお願いします。 

●豊岡 淳会員 

①結婚記念日祝の大坪さん、大井さん、入会記念日 

  祝の永保さん、加賀さん、おめでとうございます。 

②イニシェイションスピーチの大塚さん、諸隈さん、 

  よろしくお願いします。 

●瀬戸 裕昭会員 

①諸隈会員、大塚会員、イニシェイション宜しくお願 

  いします。 

②本日お祝を受けられる永保会員、加賀会員、大坪 

  会員、大井会員おめでとうございます。 



 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     先週の会長の時間で 12月に入り師走という話 

をしましたが、先日テレビで師走の意味の話をし 

ていました。師走の師はお坊さん、走るはそのま 

まで、昔から年末になるとお坊さんに自宅まで来 

て貰い、お経を唱えてもらう風習での意味でした。 

RIの「マイロータリー」に登録していると、定

期的に送られてくる情報があり、今回は会員増強

で、クラブの柔軟性という言葉が目に入ってきま

した。例会の方法や頻度を柔軟に決めることので

きるクラブは入会者が集まりやすく、会員の参加

が促され、新会員と現会員のモチベーションが高

まることが、これまでの調査と会員の経験によっ

て示されています。 

2016 年 規定審議会 は、ロータリークラブの柔

軟 

性をかつてないほど高める変更を採択しました。 

方針へのこれら変更はクラブ例会の頻度と方法、 

及び会員種類に影響するものです。さまざまな新 

しい選択肢をどのように取り入れるかは、各クラ 

ブの裁量に委ねられます。どの規定に柔軟性が与 

えられたかを、標準ロータリークラブ定款 で確認 

下さい。 

クラブのニーズにあった変更を取り入れ、クラ 

    ブ細則にそれを反映させて試してみましょう。新 

しい柔軟性を活用する 5つの方法と柔軟性の適用 

例をいくつかご紹介します。 

①例会スケジュールを変更：例会曜日、時間、頻 

度を変える（例えば、月の第 1火曜は話合いの 

ために従来型の例会、月の最終曜日は奉仕活動 

または親睦会など）但し、クラブは少なくとも 

月に 2回、例会を開く必要があります。 

 

 

 

②例会の方法を変更：クラブは直接顔を合わせる 

例会、オンライン例会、その組み合わせなど、 

例会の形式を自由に選ぶことができます。また 

直接出席できない会員がインターネットで遠隔 

出席することもできます。 

③出席要件の緩和：クラブは例会の出席要件を和 

らげ、他の方法を通じて会員の参加を促すこと 

ができます。参加の方法にはクラブの役職に就 

く、クラブウェブサイトの更新と管理、例会の 

企画担当、イベントの企画などがあります。ク 

ラブに活気があり、会員が充実した体験をして 

いれば、出席は問題にはならないでしょう。 

④複数の会員種類を提供：家族を同伴したい人の 

ための「家族会員」、将来有望な若い職業人の 

ための「ジュニア会員」、地元クラブと繋がり 

たいと望む企業に勤める人のための「法人会員」 

など、クラブは独自の発想でさまざまな会員種 

類を追加できます。また各種類に応じて会費、 

出席、奉仕への参加などの期待事項を定めるこ 

とができます。ロータリーは会員が RI人頭分 

担金を納入する限り、これらの会員を正会員と 

みなし、クラブ会員数に含めることとなります。 

⑤ローターアクターがクラブに入会：ローターア 

クターがローターアクトクラブ在籍中であって 

も、ロータリークラブへの入会を認めることが 

できます。ローターアクターの入会を認めるこ 

とをクラブが選んだ場合、これらの会員のため 

に出席要件の緩和や会費の減額などの特別な待 

遇を設けることもできます。 

 

以上のように規定審議会で変わった事により、 

柔軟性がより以上になったという事です。とにか 

く会員増強を是非宜しくお願い致します。 

 また次年度の地区役員や委員の選出にあたり、 
12 月～来年 2、3 月頃に各会員に直接、委嘱の 
依頼が入る場合があります。地区役員や委員を 
引き受けますと、クラブの次年度委員会構成を 
変更しなければならない場合も出てまいります 
ので、そのような依頼があった場合には、一度 
クラブに相談の上でご返事頂くようお願い致し 
ます。今後のルール作りとして、ご了承下さい 
ますよう、ご協力宜しくお願い致します。 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/116
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/standard-rotary-club-constitution-doc


 
 

 
 

報告事項 
1.第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2019～2020 年度ガバナーノミニー確定宣言 

2016年 9月 28日付で各クラブ宛てに最適任の 

会員をご提案頂くよう要請致しました。2016年 

12月 5日に指名委員会を開催し、相模原 RCよ 

り提案のありました杉岡芳樹会員を指名し、期

日までに他クラブから、候補者がありませんで 

したので茲に確定したことを宣言致します。 

（略歴は回覧にて） 

②NPO 国際ロータリー日本青少年交換委員会を 

多地区合同奉仕活動であることを承認する件。 

     2016 年 11月のガバナー会議にて全会一致で合 

意されましたが、正式に認められるためには、 

地区内クラブの 3分の 2以上の賛成を必要とし 

ます。よって、参考資料をご確認の上、回答書 

に会長・幹事のご署名をいただき、2017 年 1月 

末までに郵送下さい。（資料は回覧にて） 

 

＜理事会報告＞（12 月 6 日分） 

①青少年交換学生分担金 1 人 2 千円依頼の件。 

国際奉仕予算より、66,000 円（7/1 日現在会員数） 

の支出承認。 

②年末家族例会 会費の件。 

        前年度と同額にて、会員 1 万円。ご家族（中学生 

     以上）1 人 3 千円、小学生以下は無料とする。 

③新年例会（1 月 10 日）の件。 

        夜間例会とする。18:30 点鐘 「市民会館」にて 

        （ビュッフェ式、アルコールあり）会費 3 千円。 

④相模原南ＲＣとの合同例会の件。 

        移動夜間例会として実施。日時：1 月 31 日（火） 

18:30～ 場所：敦煌酒楼  会費：5 千円 

⑤市民桜まつり（ポリオ募金）参加と幹事クラブの件。

参加は可。幹事クラブは周年事業もあり、不可。 
 

       

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○結婚記念日祝 

・大坪 征弘会員 12 月 6 日 

・大井  達会員 12 月 16 日 

○入会記念日祝 

・永保 固紀会員 1978 年 12 月 12 日 

・加賀 治夫会員 1994 年 12 月 20 日 

  

例会プログラム 

12月 27 日例会取止め 

1月 ③日祝日休会 

  10 日新年夜間例会  

    18:30 点鐘 相模原市民会館 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  伊倉 正光ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大坪 征弘会員       

出席報告 

 

 

 

 

  
●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上 和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 26名） 事前メイク者 

３６名 ２８名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/22) 

４名 ８７．５％ ９３．５５％ 


