
第 1952 回例会 

４月 10 日 №37 

 

●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2750 地区 会員委員長     

     八王子と相模原はお隣同士ですが、ロータリ 

ー的な交流はあまり無いように思います。私の 

クラブが所属する 2750地区は主に 2つの地域 

に分れ、東京 23区と多摩地区で 99RC で、その 

内、海外にグアム、サイパン、パラオなど 10RC 

あります。会員数は約 4800人で、とても大規 

模な地区となっております。 

八王子市には 5RC あり、だいたい人口 10 万

人に対し、１RC ということです。私の所属する

東京八王子北 RC の会員数は 41名で、2020年東

京オリンピックまでに、50 名を目指しています。 

1994 年創立ですので、来年は 25 周年を迎え、

会員の平均年齢は 55 才となっています。 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

田中 隆（東京八王子北ＲＣ） 

では、本日の卓話テーマについてお話させて 
頂きます。（紙面都合上、資料要約にて掲載） 
＜ロータリーの三大義務＞ 

・会費を納入すること 
・例会に出席すること 
・「ロータリーの友」を購読すること 
 スマートフォンやタブレット端末で電子版を 
 読むことができる。 
＜権利・特典＞ 

・全世界に約 120 万人の友人を得ること 
・世界中の RC 例会、ロータリー会合に参加で 
 きること 
・ロータリアンとして適格な人を推薦すること 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

ができること 
・新世代の人達と素敵な交流ができること 
＜ロータリアンとして＞ 

①ロータリーの会合には、ロータリーの襟章を着 
 けましょう。 
②ロータリーの会合の時間を守りましょう。 
③例会を欠席した場合は、必ず補填（メイクアッ 
プ）をしましょう。 

    ④例会場では、他クラブのビジターやゲストの方 
々を全員で温かく迎え、友愛に心掛けましょう。 

    ⑤例会所要時間の 60％出席すれば、出席と見なさ 
れますが、よほどの理由が無い限り、閉会点鐘 
まで在席しましょう。 

    ⑥卓話中は私語を慎み、スピーカーの話に耳を傾 
     けましょう。 
    ⑦各種出欠の返事、アンケートの回答等には迅速 
     に応えましょう。 
    ⑧会費の支払い、その他守るべき期日は必ず守り 
     ましょう。 
    ➈どこで会っても、ロータリアン同士は快く会釈 

し、親睦に努めましょう。 
    ⑩判らないことは何でも会員に尋ねましょう。尋 
     ねられたら、誠意をもって応えましょう。 
    ⑪RI 定款・細則並びに RC 定款・細則を読み、遵 

守しましょう。 
    ⑫「四つのテスト」を実践しましょう。 
    ⑬ロータリーの活動は善意から出発します。委員 
     会活動その他、ロータリープログラムに積極的 
     に参加しましょう。 
    ⑭新会員を紹介しましょう。 

＜ロータリー会員数＞（2017.3.31 現在） 
 参加国 200 以上の国と地域 

 世 界 日 本 

地区数 ５４０ ３４ 

ゾーン数 ３４ ３ 

クラブ数 ３５，５３３ ２，２６３ 

会員数 １，２３３，１７２ ８９，３８５ 

クラブ平均人数 ３５ ３９ 

 

＜RI 会長賞＝地区の重点目標＞ 

①会員数の純増：50 名以下のクラブは 1名、51 

名以上のクラブは 2名。 

 

 

 

②女性会員の純増：50名以下のクラブは 1名、51 

名以上のクラブは 2名。 

③40歳未満の会員の純増：50名以下のクラブは 1 

名、51名以上のクラブは 2名。 

＜なぜ会員増強が必要なのでしょうか？＞ 

〇クラブの活性化（持続可能な奉仕活動） 
〇ロータリーの輪を広げることが出来る 
〇クラブの経済基盤の確立 
＜なぜ？魅力あるＲＣに入会しないのでしょうか？＞ 

・忙しい、入会金が高い 
・何をしているのか？わからない 
・直接ビジネスに活かしたい 
・今、異業種交流会に入っている 
＜会員増強の最重要ポイント＞ 

◎会長の強い決意 
会長が「元気なクラブ」になりたいという「思 
い＝決意」をどれだけ強く抱けるか。 
「会員増強（売上）は、会長（経営者）の最重要 
課題」 

・今年度はどうしても仲間を増やしたい。衰退よ 
り前進！ 

・奉仕活動には会員の増加（予算の確保）が必要 
・若い人を、女性を、増やすためにクラブを挙げ 

て臨む！ 
・不連続な大きな目標設定が増強成功のポイント 
＜新会員の入会経路は？＞ 

〇国際ロータリーのホームページから 
〇友人ネットワークから 
〇同窓会ネットワークから 
〇ビジネスネットワークから 
〇異業種交流会・研究会・勉強会・学会ネットワ 

ークから 
〇青年会議所、中小企業同友会、法人会、商工会 
などのネットワークから 

〇家族のネットワークから 
ネットワークで知り合った人々とゴルフなど、 
スポーツを共にする。ロータリーを知ってもら  
うパーティ（飲み会）開催する。例会に招待す 
るなどの他クラブ成功事例も参考に。 

＜新会員にクラブに馴染んでもらうことが一番＞ 

〇入会式を印象的に 
〇例会で独りぼっちにしない 
 



 

         
〇メンター制度（お兄さん、お姉さん制度？） 
〇積極的に会合に誘う 
〇新会員と、やや先輩会員、古参会員でロータリ 

     ー談義をするなど 
〇クラブには、それぞれ文化がある。それを活用 

     して新会員に馴染んでもらう 
〇自由闊達なクラブの雰囲気が必要 
＜ロータリー退会者の理由は何でしょうか？＞ 

・つまらない、つまらなくなった 
・人間関係を築けなかった 
・歓迎されてない、重要だと思われていない 
・クラブ指導者と意見が合わない 
・高齢、転勤、退職、病気や経済的理由など 

    ＜クラブ会員増強委員の役割＞ 

   「会長の思い」を会員に共有させること。または 
   会長に決意してもらうこと 
   ・「会員一人一人が、勧誘する責務があることを 

浸透させる」 
   ・現状調査と仕組み作り 
   ・新会員目標と退会防止目標 
   ・入会候補者のための資料 
   ・キックオフ、クラブ協議会 
   ＜まとめ・今後の活かすこと・・＞ 

    クラブの基盤強化には、クラブの活性化が欠か 
せません。クラブは会員の集合体です。一人一人 
がご自身のロータリーへの思いを再認識し、仲間 
と共に誇りを持って行動することが不可欠です。 
会員の退会防止や新会員の勧誘をする時に、自身 
がロータリーについて良く判っていれば、説得力 
もあるでしょう。その為に、本日はロータリーに 
ついて、少しおさらいもさせて頂きました。 

 
（概要にて掲載） 

○ロータリーの友４月号紹介 

公共イメージ委員長       小崎 直利 

最初に相模原地区のクラブの記事を 2 つご紹介 
致します。横書 P21 に相模原南 RC の大谷ガバナ 
ーから「強い仲間の絆に感極まる」とあって、昨 
年の地区大会閉会式で謝辞の時に、感極まって絶 

句されたのを私も見ていました。↗ 
 

 
 

縦書 P29 、相模原グリー 
ン RC の「無料合同相談会」 
は、各専門分野の会員 15 名 
による相談会で、33 名の相 
談者が訪れ、大変好評だっ 
たそうです。こうした奉仕 
活動も大変おもしろく思いました。 

横書 P12～「特集メークアップのすすめ」で、 

日本最古で最大の東京 RC と、関西地区最大の 
大阪 RC の紹介があり、ビジター数が東京 RC は 
1 回の例会当り平均で国内 12 名、海外 1 名に対 
し、大阪 RC では 2 名程度で対照的になっていて 
地域的にクラブ運営もかなり違うようです。 
縦書 P9～「クラブを訪ねて」は私の故郷、富 

山県の富山みらい RC が紹介されて、自然豊かな 
地域と共に、少年や個人での奉仕活動など地域に 
根差した事業活動が掲載されています。 
 

○空飛ぶシューズについて     櫻内 康裕 

まず前年度会長として、 
地区研修協議会での表彰で 
前年度の財団寄付の達成に 
は、皆様にご協力頂き、お 
礼申し上げます。 
 次にシューズの件ですが 
今年も光明学園と小・中学 
校 5 校に協力頂き、シューズが集まり、4 月 21 
日（土）10～11 時頃に「大野北中学校」で、シュ 
ーズの整理、収納、梱包などの作業をします。ご 
参加頂ける方は、現地集合でお願い致します。 

 
 
 

●㝡住会長、佐々木副幹事 

①本日、ゲスト卓話にお越し頂きました田中様、 

宜しくお願い致します。 

②本日、ご夫人誕生日祝の大坪会員、早川会員、 

 おめでとうございます。 

③先日の日曜日に地区研修協議会に出席された皆 

様、お疲れ様でした。 

＜次ページに続く＞ 



 

                 ＜前ページより＞ 
●早川 正彦会員 

本日は妻の誕生日祝、ありがとうございました。 

●中山 徹男会員  

①八王子北 RCの田中様、本日の卓話宜しくお願 

いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでおうございます。 

●大坪 征弘会員 

①お祝を戴きまして、ありがとうございます。 

②田中様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

●小崎 直利会員 

①東京八王子北 RCの田中様、ようこそ！ ゲス 

ト卓話よろしくお願い致します。 

②4 月ご夫人誕生日祝の大坪会員、早川会員おめ 

でとうございます。 

③先週の例会で、誕生日祝ありがとうございまし 

た。スマイルします。 

●永保 固紀会員 

久し振りの例会出席で！  

    ●藤本 恵介会員 

    ①今月のご夫人誕生日の大坪会員、早川会員、 

おめでとうございます。 

②東京八王子北 RCの田中様、卓話よろしくお願 

い致します。 

●田後 隆二会員、池之上 和哉会員 

①大坪さん、早川さん、ご夫人誕生日祝おめでと 

うございます。  

②東京八王子北 RCよりお越しの田中様、本日は 

卓話よろしくお願いします。 

●大井 達会員 

①田中様、本日は卓話にお越し頂き、ありがとう

ございます。 

②大坪さん、早川さん、奥様お誕生日おめでとう

ございます。 

③清心幼稚園さんが入園式でした。ぴかぴかの一 

年生の季節ですね。 

●諸隈 武会員 

①大坪会員、早川会員、ご夫人誕生日おめでとう 

ございます。 

②田中様、お越し頂き、ありがとうございます。 

本日はよろしくお願いします。 

 

 

 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、ゲスト卓話でお越しの田中様、よろしく 

お願い致します。 

②ご夫人誕生日祝を受けられる大坪会員、早川会 

員、おめでとうございます。どんなプレゼント 

をされたのでしょうか？ 

●伊倉 正光会員 

①田中様、ゲスト卓話宜しくお願い致します。 

②大坪会員、早川会員、ご夫人誕生日祝おめでと 

うございます。 

●藤原 利夫会員 

①本日卓話の田中様、宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

●川合 貞義会員 

①八王子北 RCの田中さん、ようこそ。宜しくお 

 願いします。 

②先日、青安連の行事、中央小学校入学式、桜祭 

 りに多勢の出席をして頂き、ありがとうござい 

 ました。今後ともご協力宜しくお願い致します。 

③大坪さん、早川さん、ご夫人おめでとうござい 

ます。 

●阿部 毅会員    

①八王子北 RC、田中会員委員長、本日は卓話よろ 

しくお願い致します。 

②ご夫人誕生日祝の大坪会員、早川会員、おめで 

とうございます。老後のため、くれぐれも奥方 

を大切に！ 

●大塚 正浩会員 

①ご夫人誕生日祝の大坪さん、早川さん、おめで 

 とうございます。 

②卓話の田中様、ようこそお越し下さいました。 

よろしくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①ゲスト卓話の田中様、相模原までようこそお越 

 し下さいました。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●地区協議会に出席した会員一同 

 お昼を食べたレストランでコース料理が途中ま 

 でしか出なかったため、謝罪と一部返金を受け 

ました。返金された金額をスマイルします。 

 



 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 8日は地区研修協議会に出席された皆様、 

お疲れ様でした。地区研修協議会は何かよく判っ 

ていない方もいるかもしれませんが、次年度の会 

長・幹事や委員長になる方、また新会員の研修会 

になります。協議会では、櫻内年度の財団寄付で 

2部門の表彰を受け、バナーを受領しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

①100％ロータリー財団寄付 クラブ認証バナー 

    ②Every Rotarian、Every Year 認証バナー 

今年は第 5グループで桜祭りでのエンドポリオ

キャンペーンが出店しなかったので、一般客とし

て桜祭りに行ってきました。昨年は桜が綺麗に咲

いていたものの、寒くて雨交じりだったからか、

暖かい今年の方が人出が多かったようです。 

さて本日、第 14 回の会長幹事会があり、来週 

17 日は相模原東 RCとの合同例会になり、間隔が 

空きますので、先に連絡のあったものから報告し 

ておきます。 

まず 3月末の増強速報ですが、第 5グループは

純増 16 名（先月と変わらず）、ニューシティ RC

が 5名増員、相模原 RCが 4名増員で現在 68名と

なっています。当クラブは、この時点で中村さん、

河野さんは入会予定者でカウントされています。 

 

 

 

橋本 RCは何と入会予定者 10名になっています。 

財団寄付は、当クラブ分はまだ反映されていま 

せんでしたが、米山奨学会寄付は 90%の達成率で 

した。退会者もいることを考えると、ほぼ 100%に 

なると思います。ご協力ありがとうございました。 

また台湾東部地震義捐金を地区で集めており、 

当クラブは奉仕会計から 1人 500円、クラブで計 

17,500 円を支出しました。現在、地区では 140万 

円ほど集まっているようです。具体的にどこに送 

るのかは報告があると思います。またこの他、単 

独で台湾の特定の RCに寄付しているクラブもあ 

り、それも含めると、地区では 260万円程度の義 

捐金が集まっています。 

来週火曜日は第 5グループ親睦ゴルフコンペが 

あり、私も約 2年振りにやってみることにしまし 

た。まだ組合わせ表など詳しい資料が来ていない 

ようですが、本日、会長幹事会で議題になってお 

り、参加者にご連絡致します。その後 18:30から 

敦煌酒楼で相模原東 RCとの合同例会になります。 

昼に間違って市民会館に来ないようご注意下さい。 

尚、当クラブがインターアクトを提唱している 

光明学園相模原高校校長が霧生先生から清水先生 

に代わられたとの連絡があり、ご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・竹田 繁会員 第５回マルチプル・フェロー 

 ・阿部 毅会員 第３回マルチプル・フェロー 

 ・横溝 志華会員 ポールハリス・フェロー 

  財団へのご協力に感謝致します！ 

 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2018～19 年度地区役員・委員会ご就任委嘱の件 

     地区補助金配分／推進委員会 副委員長  

              金沢 邦光(以下、敬称略） 

地区職業奉仕委員会委員     㝡住 悦子 

地区ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会委員  豊岡  淳 

     地区平和フェロー・奨学金・VTT委員会委員  

田後 隆二 

②AMDA兵庫より 20周年記念誌ﾒｯｾｰｼﾞ依頼の件 

地区国際奉仕委員会にて、1999年から 3年間「ネ 

パール子供病院」の支援を各クラブに依頼しま 

したが、携わった方々に記念誌へのメッセージ 

の依頼がきておりますので、ネパールでのプロ 

ジェクトに関わった方がいましたら、連絡とメ 

ッセージをお願い致します。締切：4月 20日 

 

２．ロータリー財団より、横溝会員にﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・

ﾌｪﾛｰ感謝状とピン。竹田会員に第５回ﾏﾙﾁﾌﾟ

ﾙ・ﾌｪﾛｰのピン、阿部会員に第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・

ﾌｪﾛｰーのピンが届きました。 

  

    ※４月１７日（火）東ＲＣとの合同例会出欠表 

     を回覧しておりますので、本日の例会終了ま 

     でにご記入をお願い致します。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

●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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大坪 征浩ご夫人 ４月５日 

・早川 正彦ご夫人 ４月７日 

 

例会プログラム 

４月１７日移動例会「東ＲＣとの合同夜間例会」 

      １８：３０点鐘 「敦煌」にて 

  ２４日「地区研修協議会の報告」 

      担当：次年度会長、幹事、出席者 

５月 １日例会取止め 

   ８日卓話  大井 達会員 

     定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２：３０ 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中山 徹男 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大塚 正浩会員 

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：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 29名） 事前メイク者 
３７名 ２３名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/24) 
５名 ８３．３３％ ９０．３２％ 


