
第 1948 回例会 

３月 13 日 №33 

 

●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 3461 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ＜新井地区会員増強委員長＞ 

 

      
〇新井地区会員増強委員長（鎌倉ＲＣ） 

      本日は地区会員増強委員会の若手のホープ、

川合さんとお邪魔しました。今日は昼間が中Ｒ

Ｃ例会で卓話を、夜は第 5 グループ会長幹事会

に出席のため、一日「相模原デー」になります。 
      先程の㝡住会長の「会長の時間」のお話を聞 

いて大変感銘を受けました。会員増強は一人一 
人の行動が大事だということ、そして今年度は 
あと 3 カ月半ではなく、まだ 3 カ月半あるので 
積極的に増強に取り組むということです。 
 地区会員増強委員長の立場としては、中 RC 
の増強目標である純増 2 名の確実な達成をお願

いして、川合さんにバトンタッチ致します。 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜川合地区会員増強委員＞ 

 

            

〇川合地区会員増強委員（相模原ＲＣ） 

私は相模原 RC に入会して、まだ 3 年半です 
ので、私のような新人が皆様の前で卓話とは僭 
越なのですがチャンスを戴いたので、地区会員 
増強委員の役目を全うしたいと存じます。では、 
お手元の資料にそって、ご説明させて頂きます。 
＜会員増強・維持に対する現状＞ 

 アンケートの集計結果から、増強や維持への 
クラブの考えを整理してみますと、（下記設問） 
Q1 会員増強を阻害する要因とは。 
Q2 会員維持を阻害する要因とは。 
Q3 上記 1,2 の阻害要因の議論は行われているか 
Q4 地区会員増強・維持委員会に望むことは。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

＜会員増強を阻害する要因＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜会員維持を阻害する要因＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜会員増強の阻害要因を放置すると＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜会員増強活動の方向性と優先順位＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜会員増強の具体策（案）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（紙面の都合上、一部資料は略） 

 
 
もう終えられた方も 

多いと思いますが、確 

定申告の追い込みの忙 

しい時期の出席、あり 

がとうございます。 

本日は情報集会の報 

告をしようと思いまし 

たが、間に合いません 

でした。卓話で地区会 

員増強委員長がいらしてますので、増強に関して 

出た意見などを基に少しお話したいと思います。 

増強については組織として動くのも良いですが、 

一人一人が行動することが大事だという一方で、 

クラブの例会や奉仕活動を充実させていくことが 

増強に繋がるという意見もありました。また、他 

クラブと比べて増強に対する熱意が薄いのではな 

いかという警告もありました。 

前回の会長幹事会の後、ニューシティ RC会長 

がオーナーを誘っている店に寄っていこうという 

ことになりました。当日はオーナーは不在でした 

が、先日ニューシティ RC例会にお邪魔した時に 

その方の入会式をやっていたので、熱意があると 

いうのはこういうことなのだと実感しました。 

良いニュースがあります。今年度に入ってから 

やっと 4月に 2名の入会式を行うことができそう 

で楽しみです。青工研 OBの会員が前から入会を↗ 

 



 
 

    勧誘しており、申込書を持参した時はすぐに承諾 

されたようで、長年の勧誘活動というか、囲い込 

みの成果ともいえます。なかなか入会を勧めたり、

例会や夜間例会に誘っても曖昧に断られると、こ

の方は無理かなと感じますが、機会あるごとに声

をかけ続けることも大事だと思いました。 

豊岡会長の時に「三楽会」という比較的入会歴 

の新しい会員の親睦会を何回か開催し、そこに候 

補者を誘った年も、当クラブでは入会者が多かっ 

たと思います。また勧誘に行く時は申込書も一緒 

に持っていくというのも、有効な場合があるよう 

です。申込書は事務局にあり、私も数冊貰いまし 

たので、言って頂ければお渡しします。まだ 3か

月半ありますので、宜しくお願いします。 

また今年度 4名が退会され、その内 3名が前年、 

前々年度に入会された方で、それぞれ事情もある 

とはいえ、フォローしきれなかったという反省が 

あります。反面、この一年で入会１～2年の会員 

には、それぞれクラブでの役割を積極的に担って 

もらい、本当に仲間になれたとも思っています。 

とりとめのない話になりましたが、しつこいよ 

うですが、まだ 3か月半あります。前年度に 40 

名に達したことで、のんびりしてしまったことも 

反省しております。この反省を生かして、残りの 

期間と次年度に繋げていけるよう、本日の卓話で 

モチベーションのアップや、勧誘方法などアイデ 

ィアをいただければと思います。 

 

 

 

●新井今日子さん（鎌倉）、川合靖一君（相模原） 

          本日はお招き頂きまして、ありがとうございます。失 

        言等あろうかと思いますが、優しくお見守り下さい。 

        よろしくお願い致します。 

      ●冣住会長、横溝幹事 

      ①本日、会員増強・会員維持に向けての卓話をして

頂く新井今日子様、宜しくお願い致します。 

        ②米山奨学生の張さん、ようこそ。 

③情報集会の二次会のお釣りをスマイルします。 

●金沢 邦光会員 

  新井会員増強委員長、川合委員、本日は宜しくお 

願いします。間に合って良かったです。 

 

 

 

●川合 貞義会員  

新井地区会員増強委員長、ようこそ。本日は宜しく 

お願い致します。一緒に住んでいますが、なかな 

か息子の顔をゆっくり見ることがありません。今日は 

良いチャンスを与えて貰い、有難うございます。 

●小野 孝会員 

地区会員増強委員長の新井さん、卓話よろしくお 

願いします。 

●伊倉 正光会員 

新井様、ようこそお出で下さいました。卓話よろしく 

お願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

地区会員増強の新井委員長、宜しくお願いします。 

地区委員の川合さんも宜しくお願いします。 

●瀬戸 裕昭会員 

①ゲスト卓話でお越しの新井様、川合様、ようこそ。 

宜しくお願い致します。増強の「奥の手」をお教え 

下さい。 

②米山奨学生の張さん、ようこそ。花粉症、大丈夫で 

すか？  

●田後 隆二会員 

  新井委員長、卓話よろしくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

本日卓話でお越しの新井様、宜しくお願いします！ 

●藤原 利夫会員 

地区会員増強委員長の新井様、本日の卓話宜しく 

お願いします。 

●阿部 毅会員 

本日卓話の地区会員増強委員長、新井今日子様、 

地区会員増強委員の川合会員、どうか宜しくお願 

いします。 

●阪西 貴子会員 

 本日の卓話、地区会員増強委員長の新井様、どう 

ぞ宜しくお願い致します。 

●藤本 恵介会員 

①地区会員増強委員長の新井様、川合様、よろしく 

お願い致します。 

②米山奨学生、張さん、お久し振りです。 

●大井 達会員 

卓話の新井様、ようこそいらっしゃました。会員増強 

のヒント、学ばせて頂きます。 

今年度のスマイル累計額 ７６５，９００円 

 



 
 

 

                   （概要にて掲載） 

    ○ロータリーの友３月号紹介    阿部 毅 

     縦書Ｐ４～「長生きのた 

      めの食生活の秘訣」で、健 

      康長寿の長野県人が 1 日 

      の食事時間にかける時間 

      は１０４分で、野菜摂取量 

      は３７９ｇとあり、またロータ 

リアンは外食が多く偏食し 

勝ちのようです。長生きされたい方はお読み下さい。 

       横書 P７～「一滴の水から広がる奉仕」では、いか 

に財団寄付による補助金が活用されているか、またＰ 

４２～「米山だより」では米山学友であり、セブンイレブ 

ンや多くの流通事業を展開している叙重仁さんが、 

日本語を公用語とする「台湾東海ＲＣ」設立の経緯な 

ど掲載されています。Ｐ４８「今後のＲＩ国際大会」では 

２０２１年に台湾・台北で国際大会が開催予定です。 

〇Ｒ情報委員会          黛 裕治 

 先週３月７日に、第２回目の情報集会が終了しまし 

た。詳細は会長より報告があるかと思いますが、ある 

解体業者の紹介があり、当クラブにお知り合いの方が 

いましたら、 私までご連絡下さい。 

※地区セミナー、青少年（インターアクト）委員会の 

   各報告は紙面都合上、次週号に掲載にて。 

     

例会記録 

点 鐘   １２時３０分 

会 場   相模原市民会館「あじさいの間」 

司 会   黛 裕治ＳＡＡ 

斉 唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

ゲスト   新井 今日子さん（鎌倉ＲＣ） 

          川合 靖一君（相模原ＲＣ） 

          張 洵さん（米山奨学生） 

 

●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  

 

 

 

 

 

  ありません 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2016～17 年度 財団寄付クラブ表彰の件 

前年度のロータリー財団寄付に対し、貴クラブ 

に以下の感謝状とバナーが届いております。 

4月 8日開催の地区研修協議会にて表彰したく、 

登壇者をご連絡下さいますようお願い致します。 

当日 16:35～＜全体会議Ⅱ＞にて表彰致します。 

1)「Every Rotarian、Every Year」認証バナー  

会員全員が年次寄付に 25ドルの寄付をし、1 

人当りの年次寄付平均が 100㌦に達している。 

2)100％ロータリー財団クラブ寄付認証バナー 

会員全員が寄付分類に関わらず、25ドルの寄付 

をし、1人当りの寄付平均が 100ドルに達して 

いる。 

 

例会プログラム 

３月２０日「会長エレクト研修セミナー報告」 

       担当：早川会長エレクト 

  ２７日→２４日（土）移動例会「ＩＭ」 

     １３：３０～ ラポール千寿閣にて 

４月 ３日卓話 阪西 貴子会員 

     定例理事役員会 

 

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：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 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 
３５名 ２３名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/27) 
６名 ８０．０％ ９４．１２％ 


