
第 1918 回例会 

７月 18 日 №３ 

 

●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 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員増強委員長 

8 月の「会員増強月間」に当たり、今年度の 
一番バッターとして、頭の痛い？テーマを担当 
させて頂きます。まずは DVD をご覧下さい！ 
ひと口に「増強のための入会勧誘」と言って 

も、ロータリークラブの概要が理解できていな 
ければ説得は進みません。改めて、正しい認識 
を深めて頂ければと思います。この教材 DVD 
は全般を約 12 分位でコンパクトにまとめられ 
ております。＜DVD 紹介＞ 
①ロータリークラブ活動の永遠のテーマと言 

われているのが「会員増強」です。 
従って、毎年の RI 会長の年頭所感は増強か 

     ら始まったのですが、今年度のイアン RI 会長 
 

    

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
阿部 毅 

は地域社会と世界に「変化をもたらす」という 
テーマをぶつけてきました。 
 地区増強セミナーで、小佐野リーダー（横須 
賀 RC）による「なぜ会員を増加し続けるのか 
？｝の話では、「会員数が世界平和実現のパワ 

ーになる」ことを強調された内容を繋ぎ合わせ 
ると、主題のつじつまが少し被さってきました。 
「パワー」とは、ロータリー活動に対する会員 
の職業奉仕の多面性・専門スキルの豊富さと、 
クラブ運営面での実現性に対する経済的余裕を 
指しているようです。 
 そして、この問題に単刀直入に述べたのが、 
今年度、当地区の大谷新一郎ガバナーによる 
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「増強を最重点にします」という地区方針です。 
更に、ガバナーは「単純に増強だけに捕らわれる 
のではなく、仲間を拡げること」を理解してほし 
いと言及しております。 
 ロータリー歴 20 年に亘る私自身、実際のクラ 
ブ活動を横に置いた「増強一辺倒」には違和感を 
抱いてきましたが、改めて増強委員長という立場 
に立たされて想いを改めた次第です。 
 
②今日は、地区研修委員の小川忠久氏（相模原グ 

リーン RC）の研修資料「魅力的なクラブとは 
    －会員維持のために－」のデジュメで一緒に学ん 
    でみたいと思います。会員増強の秘策を探ること 
    も大切ですが、日常のクラブ活動の中身が魅力的 
    であることが、自ずと会員の退会防止と会員維持 
    の基盤ともなり、会員増強に繋がるものと確信し 

ます。（配布資料に沿っての説明） 
 
③増強委員会の本年度のキーボードは、②で学ん 
 だことを軸に「純増 2 名の増強」を達成する。 
今月から早速、リストアップに取り掛かりますの 
で、9 月末を目途に候補者を推薦して、増強委員 
までお届け下さい。また候補者面会時には、増強 
委員を中心に、クラブ全体として応援していきま 
すので、お声掛けを宜しくお願い致します。 
 
 
今日は新潟と福島が大雨 

で避難勧告が出ているよう 
で、九州に続きご心配な方 
もいらっしゃると思います。 
こちらは連日猛暑が続く中、 
16 日は少年野球ジュニア大 
会の閉会式があり、青少年 
奉仕委員長の池之上会員に 
会長代理で表彰式と閉会挨拶をしてもらい、参加

者は 6 名だったそうです。有難うございました。 
私は横溝幹事、金沢会員と共に米山学友会主催 

の江ノ島・クリーンキャンペーンに参加して来ま 
した。今年は米山学友と奨学生、ロータリアンで 
例年の 2 倍、250 名余りが集まったそうです。学 
友の方は準備や進行、片付けに大活躍でした。 
 

 
 

米山奨学生の張さんも参加されて、一生懸命働い 
ていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先週 11 日に会長幹事会があり、その報告です。 

会員増強について、第 5 グループ各クラブでは相 
模原、南、東、グリーン、柴胡 RC など続々と新 
会員が入会しているようです。当クラブの 25 日 
（火）の新会員歓迎会でも、候補者の方がいらっ 
しゃいましたら声をお掛けして下さい。 
地区から北九州の豪雨による災害への義捐金依 

頼が来ています。こちらは 7 月末までになってい 
ますので、当クラブでは奉仕会計より 39 名分で 
39,000 円を寄付予定です。 
南 RC では地区大会の準備で大変そうですが、 

ガバナー月信にも掲載されているように 9 月 18 
日（月・祝）が本大会になります。南 RC からの 
計らいで、第５グループからの参加者には伊勢丹 
のお弁当も用意されているということですので、 
ぜひ出席をお願いします。 
尚、来週 25 日の例会卓話ですが、橋本 RC の 

原幹朗さんが橋本 RC の行ったグローバル補助金 
事業「ホンジュラスプロジェクト（超音波診断装 
置寄贈）」についてお話を頂けます。ホンジュラ 
スには金沢会員も同行されて、私もフェイスブッ 
クで橋本 RC の動画を拝見しましたが、非常に内 
容の濃いすばらしい事業です。 
ホンジュラスは、なかなか馴染のない国ですが、 
中米のカリブ海に面している国で、都市によって 
も違うとはいえ、貧困から犯罪発生率が高く、南 
アフリカより治安が悪いと言われています。出産 
時の死亡率が高く、出産を控える妊婦さんの啓蒙 
に取り組んでいる医師や保健師、ボランティアの 
姿には頭が下がります。↗ 
 



 
 

多くの皆さんに卓話を聴いて頂きたいので、ぜ 
ひ来週の例会にはご出席下さい。 
その翌週の例会は、8 月 2 日（水）に千曲川 RC 

との合同例会（移動例会）になります。参加され 
ない方はメイクをお願いします。 
以上、報告ばかりで忙しい内容となりましたが、 

よろしくお願い致します。 
 

 

 

●松岡 忠義君 

お世話になります。 

●最住会長、横溝幹事 

①少年野球閉会式に出席の皆様、お疲れ様でした。 

②結婚記念日の大塚会員、おめでとうございます。 

③地区会員増強セミナー報告の阿部会員、宜しく 

 お願い致します。 

④松岡様、ようこそ。 

●大塚 正浩会員 

 結婚記念日のお祝、ありがとうございます！ 

 来る途中に思い出しました。帰社次第、感謝を 

 伝えようと思います♪ 

●中里 和男会員 

①皆様、暑中お見舞い申し上げます。 

②先週は妻の誕生日祝を戴き、ありがとうござい 

ました。 

●田所 毅会員 

 増強セミナー報告、阿部委員長よろしく！ 

 暑いですね～。 

        ●丸子 勝基会員 

①大塚会員、結婚記念日祝おめでとうございます。 

②阿部会員、セミナー報告宜しくお願いします。 

●櫻内 康裕会員 

①暑い日が続きますが、本日は久し振りの雨が降 

りそうです。 

②結婚記念祝の大塚さん、おめでとうございます。 

③阿部増強委員長、セミナー報告宜しくお願いし 

 ます。 

●阪西 貴子会員 

①結婚記念日祝の大塚さん、おめでとうございます。 

②地区会員増強セミナー報告の阿部委員長、宜し 

     くお願い致します。 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①大塚さん、結婚記念日おめでとうございます。 

今日じゃないですか！ 

②阿部さん、地区増強セミナーお疲れ様でした。 

報告よろしくお願いします。 

●江成 利夫会員 

①阿部会員、増強セミナーの報告を宜しくお願い 

 します。 

②結婚記念日祝の大塚会員おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

大塚会員、結婚記念日おめでとうございます。 

今日気づいて良かったですね。 

本日のスマイル額 １３，０００円 

今年度の累計額  ７７，４００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
優 勝 ひのきビートルズ（大野中支部） 

準優勝 上鶴間ブラックス（東林支部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①豪雨による九州被害地への義援金協力ご依頼 

地区として、支援を必要とされる被害地に対し、 

支援することに致しました。クラブからの寄付 

を地区でまとめ、被災地区を通じて有効に役立 

てて頂くようにします。寄付の目安として、1 

人当り 1,000 円以上をお願い致します。また、 

できる限り 7 月末までに送金下さいますよう、 

お願い致します。 

②上半期 人頭分担金送金のご依頼 

     送金は 7月中にお願い致します。会員数は７月 

1日入会までの人数でお願いします。 

    ・本会計（上半期分 会員１名当り）7,850円 

 ・事業会計（   〃      ）4,150 円 

    ・地区大会分担金（会員１名当り） 8,000円 

     合計 20,000円 

 

※新会員歓迎会（会員有志による参加）の出欠表 

を回覧しておりますので、本日までにご記入を 

     お願い致します。  

日時：7 月 25 日（火）18:00～  

場所：木曽路 相模原店 会費：6,000 円 

※千曲川 RC との合同例会・バーベキュー（移動 

例会）との出欠表を回覧しております。7 月 25 

日までにご記入下さい。（※詳細は回覧にて）

８月１日（火）→２日（水）バスをチャーター 

８:00 商工会議所前 8:10 頃 相模原駅前 

     会費：3,000 円（ご家族同額、子ども無料） 

 

     出席報告 

 

 

 

 

 

 ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大塚 正浩会員 

７月１８日 

 

例会プログラム 

７月２５日ゲスト卓話「グローバル補助金に 

     について」原 幹朗氏（橋本 RC） 

８月 １日→２日（水）移動例会 

    「千曲川ＲＣ合同例会・バーベキュー」 

   ８日イニシェイションスピーチ 

      担当：横江 利夫会員 

     定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱 ロータリーソング「我らの生業」 

 ソングリーダー 豊岡 淳会員 

 ビジター   松岡 忠義君（相模原ＲＣ）  

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

３９名 ２３名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(７/４) 

６名 ８１．２５％ １００％ 


