
第 1736 回例会 

7 月 23 日 №4 

 

●姉妹クラブ 

 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

    会員増強委員長 

私が入会した 1990年頃は、経済も右肩上が 

     りの状況でしたが、今はデフレになり、職種も 

     様変わりしてきました。当クラブも会員数が 30 

名を割り込んで、会員増強に対する努力や意識 

の原点のところで、積み残してきたのではない 

かと反省もしております。 

 本日はセミナー報告ということですが、本当 

は皆様と増強について話し合いたく、また改め 

て時間を取って頂ければと思っております。 

      では、去る 7 月 14 日（日）藤沢産業センタ 
     ー8 階「情報ラウンジ」において行われました、 

2013～14 年度地区会員増強セミナーについて

簡単にご報告を致します。  （概要にて掲載） 
 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

甲斐 美利 

１．萩原保典増強委員長挨拶 

会員増強委員会テーマ：「楽しい奉仕をする 
仲間を増やしましょう」 

２．相澤光春ガバナー挨拶 

会員増強は純増 220 人を目標（現会員の 10％） 
３．パネルディスカッション 

（＊印は増強成果のスピーチ概要） 
・菅原英明（横須賀南西 RC 会員増強委員長） 
＊横須賀南 RC（会員数 10 名）を吸収して、 

14 名→20 名に増強。 
・和田幸男（茅ヶ崎 RC 直前会長） 
＊2 ヶ月に 1 回増強委員会を開催、純増 10 名達 
成。女性会員は 5 名。 
   

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

・守屋 護（相模原グリーン RC 直前会長） 
＊会員拡大の意識向上で、32 名でスタートし、現 
在 48 名の会員を維持している。 

・古谷スミ子（秦野名水 RC 会長エレクト） 
＊44 名の会員中、女性会員 8 名。RC 家庭の主婦 
を勧誘。 

４．分科会（グループ別）での討議課題。 

（グループ②：会員数 26 名～34 名のクラブ） 
①何故、増強しなければいけないのか？ 
②今、入会して欲しいターゲットが何人いますか？ 
③クラブで会員増強に対する会議を、どのように 
行っていますか？ 

    ④会員増強を阻害する要因はなんですか？ 
    ⑤貴クラブには、会員増強に熱心な会員は何人い   

ますか？ 
    ⑥入会勧誘に必要な事は何だと思いますか? 
    ⑦人材発掘の機会は、どんな時（場所）ですか？ 
    ⑧入会予備人材を育てる事業は、どんな事業だと 

思いますか？ 
    ⑨30 歳代の人に入会してもらう方策は、どんな事 

だと思いますか？ 
⑩会員増強に対し地区に望むことは何ですか？ 
５．各分科会での討議内容報告 

    ・未充填職業を積極的に探し、勧誘する。 
    ・退会会員の息子、娘、奥様を攻める。 
    ・会員卓話を充実させ、若い人材勧誘に使う。 
    ・会員の量か質かを、真剣に議論する時機にきた 

のではないか。     
      

 

伊倉 正光会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 私の職業は公認会計士ですが、こういった職業 

スピーチの時間を設けて頂けるのは、大変有難い 

 

 

 

と思います。一般の方は、税理士の仕事は判って 

いても、公認会計士は判りづらいかと思います。 

 公認会計士の仕事の本業は会計監査です。上場 

企業の監査業務を組織で行います。いわゆる監査 

法人として、大きなところでは何千人もの会計士 

がいて、チームを組んで監査を行います。会社の 

財務表などを監査し信頼性を保証します。他には 

インサイダー取引などに対しても規制を行います。 

 私も以前は監査法人におりましたが、独立して 

個人となったので、現在は税理士業務を主にして 

おります。また、卓話の時間などで詳しくお話し 

させて頂きます。      （概要にて掲載） 
     

    会長の時間  

 本日は会長・幹事と 
もに作業着での例会出 
席をさせて頂きました。 
これが仕事柄、製造業 
としてのユニフォーム 
姿ですので、ご理解頂 
ければと思います。 
 さて 7 月半ばになり 
いろいろと地区会合も 
多くなってきました。7/20(土)「地区財団セミナ 
―」、今週 24 日は「地区社会奉仕セミナー」と各 
担当委員長には出席ご苦労様です。私の方は 7/17 
に第 5 回(今年度初)会長幹事会に豊岡幹事と出席 
して来ました。内容としましては、 
①ガバナー公式訪問ほかお願い事項について 

②地区運営方針について－これは PETS 参加時 
に頂いた資料と同じものでした。 

③2013～14 年度表彰について－こんなに、いろ 
いろな表彰があったとは知りませんでした。 

④2013～14 年度青少年交換奨学生について 

この件が重要事案で、先月までホストファミリ 
ーが未定で、8 月に学生(台湾)が来日する予定 
で当クラブも大変気掛かりでしたが、ホストフ 
ァリーは相模原 RC が第一クールを担当。その 
他は中 RC、東 RC、南 RC が受ける事となり、 
順番は後日打合せするそうです。また協力金の 
依頼があり、￥2.000×会員数を 8 月末までに 
 



               
        

振込依頼されました。ご理解・ご協力下さい。 
 ⑤2014～15 年度青少年交換奨学生募集について 

     8～9名を予定。募集締切は 10月 31日(木)です。 
    ⑥2014～15 年度 RI 補助金奉仕プロジェクトの件 

    8/24 の補助金管理セミナー、9/21 の地区財団活 
    動資金(DDF)の説明会出席が重要と思われます 

ので、黛会長ｴﾚｸﾄには宜しくお願いします。 
    ⑦規定審議会反対表明について 

    ⑧寄付金状況について 

 ⑨Object of Rotary の邦訳改訂について 

     ロータリーの友2013年1月号18Pに詳細記載。 
     

また、いよいよ奉仕事業「セラピー犬、施設慰 
問」の打合せが始まります。市健康福祉局・介護 
予防班の鈴木課長のご紹介により、市内特別養護 
老人ホームを 9 月初旬と 11 月に 2 ヶ所訪問。更 
に来年は支援級在籍児親の会「わたげ」への活動 
も予定しております。詳細は随時ご報告させて頂 
きます。      （紙面上、一部要約にて掲載） 

 
 

●郭 錦堂君（台中文心ＲＣ） 
     台中文心 RC と貴クラブで未来の奉仕事業をや 
     りましょう。どうぞ、宜しくお願い致します。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①会員増強セミナーの甲斐さん、職業ショートス 

ピーチの伊倉さん、宜しくお願いします。 
    ②今日は製造業の会長・幹事らしく、このような 
     出で立ちで参りました。 
    ●伊倉 正光会員 
    ①本日は入会記念日祝をして頂き、有難うござい 
     ます。やっと 1 年になりました。これからも宜 
     しくお願い致します。 
    ②甲斐会員、増強セミナーの報告ご苦労様です。 
    ●豊岡 淳会員 
     私の入会記念日を祝って頂き、有難うございま 
     す。毎回お話しておりますが、私を祝うのは数 

少ないチャンスです。カバンにも余裕がありま 
すし、今週は予定も空いています！ 

●小野 孝会員 
①郭先生、ようこそ。 
②お祝の豊岡さん、伊倉さん、田後さん、おめで 

とうございます。 

 
 

●甲斐 美利会員 
皆さん、こんにちは。本日は地区会員増強セミ 
ナー報告をします。結論はいかに増強するかを 
皆さんと討論形式で行いたく、ご協力宜しくお 
願いします。 

●横溝 志華会員、竹田 繁会員 
①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
②郭先生、来て頂いて有難うございます。 
③伊倉会員、ショートスピーチ楽しみにしています。 
●中里 和男会員 
 甲斐委員長、会員増強セミナーご苦労様でした。 
 難題に取り組んで下さい。 
●神田 達治会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②郭さん、ようこそ。 
●最住 悦子会員 
①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
②甲斐さん、セミナー報告宜しくお願いします。 
●江成 利夫会員 
①入会記念日祝の豊岡幹事、田後会員、伊倉会員、 
おめでとうございます。 

②甲斐委員長、セミナー報告宜しくお願いします。 
③職業スピーチの伊倉会員、宜しくお願いします。 
④郭先生、ようこそいらっしゃいました。 
●櫻内 康裕会員 
①7 月入会記念日祝の豊岡幹事、田後会員、伊倉 
 会員、おめでとうございます。 
②会員増強セミナー報告、甲斐会員宜しくお願い 
 します。 
●佐々木 敏尚会員 

本日入会記念日祝の伊倉さん、豊岡さん、田後 
 さん、おめでとうございます。 
●西島 満会員 
①郭先生、ようこそ。先日は楽しい時間を有難う 
 ございました。 
②本日入会記念日祝の豊岡会員、田後会員、伊倉 
 会員おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①会員増強セミナー報告、甲斐会員ご苦労様です。 
 実りのある年にしたいものです。 
②郭先生、ようこそ。石巻出張は大変でしたね？ 
③入会記念日の皆様、おめでとうございます。 
④本日、職業奉仕につき、早退させて頂きます。 



          
 
   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①青少年交換学生及び財団奨学生募集のご案内 

     募集のご案内を送付致します。応募したい学生 

から問い合わせがありましたら、ぜひご対応を 

     お願い致します。詳細はガバナー事務所でもご 

案内致します。応募締切：10月 31日 

②「米山月間」卓話についてのお願い 

 10月の「米山月間」について貴クラブの予定を 

伺いたく、卓話派遣を希望されるクラブは 8月 

 1日までにご回答下さい。 

２．国際ロータリー日本事務局より「RIJO-FAQ 

サービス開始のご案内」 

     この度「RIJO-FAQ（RI Japan Office Frequently 

 Asked Questions）」というメール配信サービ 

スを開始致します。これは任意参加型のものに 

なり、よくある質問＆回答、時期的なニュース 

などを随時お知らせします。配信解除はいつで 

も出来ますので、ご興味ある方はご参加下さい。 

 （クラブ名／氏名／会員 IDが必要）＊詳細回覧 

 

※奉仕活動「陽光園・夕涼み会」（８月３日）の 

出欠表を回覧しております。 

※移動例会「千曲川 RC合同例会・バーベキュー」 

（８月７日）の出欠表を回覧しております。 

     AM８時集合 相模原駅前（三菱 UFJ 銀行辺り） 

     中型バスチャーターにて。 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ゲスト   郭 錦堂君（台中文心ＲＣ）  

     

●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 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・豊岡  淳会員 ２００８年７月 1 日 

・田後 隆二会員 ２０１１年７月５日 

・伊倉 正光会員 ２０１２年７月３日 

＜お祝ショートスピーチ   豊岡 淳会員＞ 

2008年に入会して、満 

5年が経ち、6年目になり 

ました。自分が幹事職に 

なると思ってもいません 

でしたが、会長幹事会な 

どで他クラブとの交流が 

増えてくると、中 RCの 

良さを実感したり、他ク 

ラブの活動に興味がでてきます。また今後とも 

ご指導宜しくお願い致します。（概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

７月３０日クラブフォーラム 

８月＊３日（土）奉仕事業「陽光園・夕涼み会」 

        16時頃 現地集合（陽光園） 

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   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２４名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/16 日) 

３名 ８８．８９％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

