
第 1780 回例会 
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●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

     

会員組織委員長            

6 月 18 日（水）に、黛会長とセミナーに参加 
してきました。会場は辻堂駅近くで、私は得意 
先が以前いたので、大変思い出ある場所でした。 
少し早目に着いたので、周りを散策しましたが、 
昔の面影は全くなく、大きなショッピングモー 
ルが出来て、近代的な建物が多く、道路も広く 
整備されていて、会場の「アイクロス湘南」は 
総ガラス張りの建物でした。 

      登録を済ませると、グループごとに別れて着 
席するようになっていて、会長とは別々のグル 
ープになりました。毎回、セミナーは聞いてい 
ることが多いのですが、今回はグループ討議も 
あって、いろいろな意見交換ができました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
老沼 秀夫 

 セミナーは、地区会員増強・維持委員会委員 
長の萬田信行さん（相模原東 RC）の開会挨拶 
に続き、渡辺治夫ガバナー（横須賀 RC）から 
「会員増強について」、後藤定毅パストガバナ 
ーから「なぜ会員増強・維持が必要か」の卓話 
がありました。 
 現在、2780 地区では半分以上が 60 歳以上の 
会員だそうです。中 RC でも 28 名の内、半分 
が 65 歳以上になります。 

世界的には、会員数は前年比 10％増加してい 
るが、日本では 10 年間で 26％の減少、当 2780 
地区では 28％（870 人）の減少だそうで、5 月 
末の会員数は 2,314名になります。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

       
＜会員減少の大きな理由＞ 

〇他責 

1.日本経済の低迷 
2.中小企業経営者の高齢化と後継者不足 
3.地方の過疎化 
〇自責 

1.ロータリー情報教育を疎かにしてしまったこと 
で、ロータリーを知らない会員が多くなり、関 
心や熱意が薄れ、ロータリアンとしての自信と 
誇りを見失ってしまった。 

2.病気、死亡 
3.老齢のため 
4.家庭・仕事上の問題 
5.クラブ内の問題、等 
以上にように、主な減少の理由を結論づけており 
ます。 
＜ロータリアンによる会員への教育不足＞ 

1.ロータリーバッジの未着用 
2.全国の平均例会出席率 この 10 年で５％低下 
3.例会への遅刻、途中退席（仕事の場合は、やむ 
を得ない） 

4.卓話中の私語や居眠りが散見される 
＜会員増強の大きな理由＞ 

1.会員減少により、ロータリーは有効な活動が困 
難になる。 

2.ロータリアンであることの価値を低下させ、公 
共イメージを損なう 

3.クラブの影響力も低下し、有意義な活動が困難 
になる 
また、例会をより楽しいものにしていき、会員そ 
れぞれの多様性・異質性を活かし、知合いを広め、 
お互いを尊重しつつ、本音で話し合うことができ 
る素晴らしいクラブになれば、その中で活動して 
いるロータリアンは人間的にも、職業人としても、 
素晴らしいと評価され、ロータリアンの企業であ 
れば、信頼できるとなります。以上がセミナーの 
要約です。 

 
因みに、中 RC の 10 年間は、2004 年（西浦会 

長年度）が 49 名、2014 年（瀬戸会長年度）が 28 
名となり、43％の減少となっています。1977 年 
に 33 名のチャーターメンバーでスタートし、 
 

 
 
1992 年（大森会長・永保幹事年度）の時に会員 
80 名の大所帯でした。私も当時、入会 2～3 年目 
でしたので、錚々たる顔ぶれに怖かった思い出が 
あります。 
しかしながら「数は力なり」という言葉がある 

ように、クラブの財政収支も順調で、奉仕活動も 
非常に活発に行われていました。長い年月をかけ 
て減少してきた会員数は、また長い年月をかけて 
増強していかなければなりません。 
 近年は、増強委員長・会長・幹事、また一部の 
会員のみで、ある時期を活動していたように思わ 
れます。会員増強は特別な委員会と捉え、クラブ 
会員・全委員で取り組む必要があります。 
 今年度は会員一人一人が増強に関心と熱意を持 
って頂き、一人でも多くの仲間を獲得しましょう！  
ですが、ただ会員を増やすためだけに、誰でも入 
会させるのは問題かと思います。質を重視し、入 
会された方を私たちで素晴らしいロータリアンに 
育てる意識を持ちましょう。 
 萬田地区増強委員長が地区協議会の折に「増強 
に秘策なし」と話しておりました。私は「増強に 
秘策なし、行動あるのみ」と考え、一年間頑張っ 
てみます。 
 ついては今後の取り組みですが、増強委員長は 
副委員長からの 2 年任期として継続してやって頂 
きたい。他クラブでは 3 年任期もあります。また 
本日、増強グループ表を配りました（次ページに 
掲載）。今年度は 7～12 月の半年間に集中して活 
動をお願いします。 
①各グループで 1 名以上の候補者と活動の経過報 
告をして頂く。 

②グループリーダーは候補者の氏名を委員長まで 
報告下さい。これは重複しないためです。 

③候補者を訪問する時は、できるだけ 2～3 名で 
行って頂きたい。 
私たちは何かを勧誘しているのではなく、ロー 

タリーにお誘いしているので、自信を持って、で 
きればスーツ着用で、礼儀を持って誘って下さい。 

また私の経験上、一度に数名をターゲットにす 
ると成功率が難しく、1 人が否定すると、全員が 
ダメになる場合もあります。できるだけ 1 名をタ 
ーゲットにして頂きたいと思います。 

（一部、概要にて掲載） 



 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の報告の中で、「ロータリークラブ・セン 

    トラル」とは何のことなのか？という顔を、皆さ 

んがされていましたので、今回は「ＲＣ・セント 

ラル」について、知っていることを少しお話しさ 

せて頂きます。 

「ＲＣ・セントラル」の手引書がありまして、そ 

れには「クラブが目標を立て、達成状況を確認す 

るためのオンラインツールです」と書いてあります。 

     会長経験者の先輩方はご存じのように、会長年 

度となる前に、さまざまな計画と目標を立てて臨 

むように、PETS や各セミナー等などがあります。 

それにより、年間の組織や活動計画は勿論のこと 

ですが、それ以外にもさまざま書類を作成します。 

１つは「クラブ棚卸表」というクラブの過去 5 

年間のさまざま活動実績を記したものがあり、 

「クラブの今を分析する為の基礎資料として、作 

成するのが望ましい」とされています。これは、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区や RIへは提出義務の無い、Ａ4版で 10ペー 

ジ程度のものです。 

次に「クラブ活性化と充実を目指すための活動 

計画の指標」という、先程の「クラブ棚卸表」で 

現状を充分認識した上で、これからのクラブ目標 

を設定する為に作成する書類です。これは 12～13 

ページ程の書類となりますが、新年度が始まる前 

にガバナー補佐エレクトへ提出して署名を頂き、 

地区ガバナーへ提出するものです。 

そして更に、ガバナー公式訪問 2週間前までに、 

ガバナー宛に「公式訪問に備えてのクラブ情報」 

という、クラブの状況や奉仕活動の実績等をＡ4 

版一枚程にまとめたものを、ガバナー補佐を通じ 

て、ガバナーに提出致します。 

 なぜか書類の多さを愚痴っているようになって 

しまい・・、それも少しありますが、ＲＣ・セン 

トラルはそうではなく、オンラインで情報を管理 

することにより、いつでもクラブ情報を確認・変 

更・更新できることになります。これが活用され 

ることよって、作成書類が少しは減るのではと思 

いながら、それは難しいかもしれませんが、幹事 

や事務局には重宝なものかもしれません。 

さてＲＣ・セントラルの内容として、大きくは 

クラブ・奉仕活動・財団への寄付の３つとなって 

います。 

クラブでは、1.会員維持 2.ロータリアンの参 

加状況 3.クラブのコミュニケーション 4.広報  

             ＜裏ページに続く＞ 

＜２０１４～１５年度 会員増強グループ表＞ 

                             ●印は発表担当者） 

グループ グループリーダー 会員名 

Ａグループ ●伊倉 正光 江成 利夫 早川 正彦 阿部  毅 

Ｂグループ ●神田 達治 甲斐 美利 川合 貞義 加賀 治夫 

Ｃグループ ●金沢 邦光 菊地 啓之 松尾 秋夫 丸子 勝基 

Ｄグループ ●永保 固紀 黛  裕治 中里 和男 最住 悦子 

Ｅグループ ●萩原 利彦 老沼 秀夫 小野  孝 佐々木 裕 

Ｆグループ ●田所  毅 瀬戸 裕昭 櫻内 康裕 佐々木 敏尚 

Ｇグループ ●田後 隆二 竹田  繁 豊岡  淳 横溝 志華 

 



                           

 
奉仕は、1.奉仕プロジェクトと活動 2.新世代 

の参加者  

財団への寄付は、1.年次基金 2.ポリオプラス 

基金 3.大口寄付及び恒久基金に分かれています。  

     今のクラブの状況は・・とか、寄付の状況は・・ 

など気になった時、変化があった時、直ぐに更新 

された情報を会員全てが閲覧可能なのです。 

但し、情報は登録・更新されていなければ意味 

はなく、その情報の変更や更新が可能とされてい 

るのは、クラブ会長・幹事・会計(竹田会員)、財 

団委員長(佐々木会員)、会員増強委員長(老沼会 

員)及び事務局員（江成さん）となります。 

 さてお恥ずかしい話ですが、私は日曜の午後、 

ほぼ全てを使って、RIホームページ「マイロータ 

リーから、やっとＰＷ設定し、ログインしました 

が、私の情報は元より中ＲＣの情報も何も無く、

途方に暮れてしまいました。それで、よく調べて

見ましたら、事前に情報登録しておかないといけ 

ないと「よくあるご質問」に記載されていました。 

先日の「クラブ幹事・事務局セミナー」で詳し 

く説明されているそうですので、事務局に教えて 

頂こうと思っています。皆様もご不明な点などは、 

事務局へお問い合わせ下さい。私も使えるように 

なりましたら、また内容をご報告させて頂きます。 

 

 

 

●中村 辰雄君（相模原南ＲＣ） 

 前年度、瀬戸会長・豊岡幹事様には大変お世話 

になりました。そのお礼と、今年度の黛年度の 

船出をお祝するため、メークアップに参りまし 

た。よろしくお願い致します。 

●黛会長、櫻内幹事 

①本日も暑い中、ありがとうございます。 

②本日の例会、地区会員増強セミナーの報告、老 

 沼会員組織委員長、宜しくお願い致します。 

    ●老沼 秀夫会員 

     本日、地区増強セミナーの報告をさせて頂きま 

     す。どうぞ、よろしく！ 

 

 

 

●小野 孝会員 

 老沼さん、増強の話、頑張って下さい。皆で頑 

張ろう。 

●佐々木 敏尚会員 

 ご無沙汰しております。続けて休んでしまい、 

失礼致しました。休んだ分まとめてスマイルし 

ます！ 

●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 

 本日の地区会員増強セミナー報告の老沼会員、 

 よろしくお願い致します。 

●豊岡 淳会員 

①相模原南 RC の中村様、ようこそお越し下さい 

 ました。前年度は大変お世話になりました。 

②会員増強セミナー報告の老沼さん、宜しくお願 

 いします。 

●金沢 邦光会員 

①またギックリ腰やっちゃいました。皆さん、労 

わって下さいよ。 

②新しいフェローが来日しました。今度はインド 

 出身です。 

●中里 和男会員 

 新年度、初出席となります。新年度理事役員の 

 皆様、ご苦労様です。 

●伊倉 正光会員 

 老沼会員組織委員長、本日は地区会員増強セミ 

ナーの報告ご苦労様です。      

●神田 達治会員 

 お暑うございます。留意しましょう。 

●最住 悦子会員 

 老沼さん、増強セミナーの報告宜しくお願いし 

 ます。 

●田後 隆二会員 

 会員増強がんばります！ 今日は早退しません。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日セミナー報告をされる老沼委員長、ご苦労 

 様です。重要課題ですから宜しくお願いします。 

②残念ながら、私の職業奉仕のため、早退します。 

 申し訳ありません。 

本日のスマイル額 １９，０００円 

 



 

 

      ロータリー財団より、老沼会員に 

     第２回マルチプル・フェローの表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 

 

    ＜委員会報告－ゴルフ同好会より＞ 

     9月 16日（火）は夜間例会ですので、昼間はゴ 

ルフコンペを予定しております。また、9月には 

「地区大会記念 親睦ゴルフコンペ」があります。 

日時は 9月 8日（月）、場所は湘南カントリーク 

ラブ。こちらは先着順ですので、ご参加頂ける方 

は宜しくお願い致します。     （概要にて） 

 

     ＜2014 年 シドニー国際大会に参加して＞ 

相模原南ＲＣ         中村 辰雄 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

私は前年度、相模原南ＲＣの幹事を務めており、

今月はそのお礼のご挨拶と、国際大会に参加した

写真を持参して、第 5 グループ内の各クラブをメ

イクして回っております。 
 

 
、 

本日も今年 6 月 1 日～4 日までシドニーで開催 
されたロータリー国際大会の写真を何枚か持参し 
ました。その説明を少しさせて頂きます。 
 相模原南 RC では、私を含めて４名で参加しま 
した。東京⇔シドニー間の距離は約 7840 ㎞、飛 
行時間は約 9 時間、時差は 1 時間余りで、早朝に 
冬のシドニー空港に到着しました。 
 私は歴史好きで、シドニーについて少し調べて 
みましたが、1788 年（日本では 11 代将軍・徳川 
家斉の時代）に、イギリスから囚人 700 人と兵士 
と家族 1030 人が最初の移民船で到着し、その歴 
史が始まりました。今から 260 年余り前のこと 
で、歴史的には浅い都市です。 

オーストラリアの首都はシドニーから南西 300 
㎞にある「キャンベラ」ですが、文化・経済的に 
も、シドニーがオーストラリア最大の都市になっ 
ていて、タスマン海に面したシドニー湾は「世界 
三大美港」の筆頭に挙げられています。 
 国際大会の会場は 2000 年に開催された、「シド 
ニーオリンピックスタジアム」でした。事前に登録 
をしておけば、約 3 万円位の登録料でしたが、当日 
登録でしたので約 45,000 円になり、英語でのやり 
取りに大変時間が掛かってしまいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、写真のような「Vivid Sydney2014」と 

題した 3D マッピングの光線による、華やかなイ 
ルミネーションが、街のビルや世界遺産のオペラ 
ハウスなどに照射され、エキサイティングな幻想 
の世界を創りだしていました。 
 他にも趣味の写真を何枚か持参しましたので、 
ぜひご覧下さい。南 RC も現在 51 名で、若手会 
員も入ってきましたので、私も幹事職は終りまし 
たが、頑張っていこうと思います。 （概要にて） 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①各クラブ７月 1 日会員数のお問い合わせ 

     本年度活動を検討する貴重なデータとなりま 

すので、会員数を 7月 15日までに回答下さい。 

②米山学友会主催「クリーンキャンペーン」の 

お知らせ 

     昨年に引き続き、片瀬海岸東浜クリーンキャン 

ペーンを行うこととなりました。大勢の方のお 

手伝いをお願い致します。昼食はバーベキュー 

を行います。 

     日時：7月 26日（土）11時「片瀬江の島駅」 

集合  会費：3,000円 

③地区大会記念 親睦ゴルフコンペのご案内 

 日時：9月 8日（月）登録受付６：４５～９：００ 

スタート７：３０   

場所：湘南カントリークラブ   

料金：参加費５，０００円、プレー代２１，０００円 

締切：８月８日（先着順） 

（※詳細は回覧にて） 

 

２．ロータリーの友事務所より、電子版のご案内 

     下記方法にてご覧頂けますので、よろしくお願 

い致します。ホームページにアクセス 

（www.rotary-no-tomo.jp） 

ＩＤ：ｒｏｔａｒｙ パスワード：ｒｏｔａｒｙ 

 

３．ロータリー財団より、老沼会員に第２回マル 

チプルフェロー・ピンが届きました。 

 

※奉仕事業「陽光園・夕涼み会」出欠表を回覧し 

ております。出欠席のご記入をお願い致します。 

     日時：8月 2日（土）16 時頃集合 16:30～18:30 

     場所：「陽光園」 ※駐車場は「光が丘小学校」 

をご利用下さい。（出席者はメイク扱い） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

          ありません 

 

例会プログラム 

７月２２日卓話 菊地 啓之会員 

  ２９日卓話 中里 和男会員 

     定例理事役員会（８月分） 

８月※２日（土）奉仕事業・陽光園「夕涼み会」 

     16 時集合 16:30～18:30 

   ５日クラブ協議会「公式訪問２週間前に 

     あたり」担当：ガバナー補佐、会長 

  １２日例会取止め 

 

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   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 横溝 志華会員 

ビジター    中村 辰雄君（相模原南） 

       

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２１名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８４．０％ ９６．３０％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
 

http://www.rotary-no-tomo.jp/
mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp

