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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

     

第 2780 地区ガバナー            

では、RI会長のプロフィールを紹介致します。

ゲイリーC.K.ホァン会長は、1945 年中国南部

に生まれ、台湾育ちです。米国ミシガン大学を

卒業され、現在は新光セキュリティー会社の名

誉会長です。1976 年（31歳）の時に台北RCに

入会以来、ガバナー・RI理事など役職を歴任さ

れ、コリーナ夫人との間に、息子さん1人と娘

さん2人がおられ、全員がR財団メジャードナー

です。息子さんは東京大学、娘さんは慶応大学、

早稲田大学を卒業され、日本通のご一家です。 

今年度テーマは「Light Up Rotary～ロータ 

リーに輝きを」です。世界では常に多くの人々 

が助けを求めています。世界 537 名のガバナー 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
渡辺 治夫 

で問題解決に向けて動き始めましょうと呼び掛 

けました。「自分には出来ない」と言って、何 

もしなければ暗闇のままです。その暗闇にロー 

ソクを灯すのがロータリーです。世界120 万人 

のロータリアンが力を合わせれば、世界を光り 

輝かせることが出来ると言う事です。 

中国の思想家・孔子の「ただ座って暗闇を嘆 

くよりも、ローソクを灯した方が良い」という 

言葉に感銘を受けて、ホァン会長はこのテーマ 

を掲げた訳です。 

RI会長の重点項目は①会員増強 ②寄付 ③ 

ロータリーデーの開催 ④ポリオ撲滅の４項目 

です。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

       
①会員増強について：世界の会員数を120万人か 

ら130 万に増やすという目標について話されま 

した。「活気あるクラブを築くために、新会員を 

迎え入れることから始めよう」と呼びかけ、女性 

会員の必要性について、ロータリアンの伴侶もロ 

ータリアンであるべきだと提案されました。 

台湾では会員がどんどん増えていて、それは夫 

人を始め家族もロータリアンにしているからで、 

これが日本で通用するか少々難しいと思います。 

②寄付について：ロータリーに関係する全ては、 

ロータリー財団の恩恵を受けており、従って全員 

でロータリー財団を支えなければいけないと、寄 

付の必要性を述べました。 

③ロータリー・デーの開催について：地域社会で 

の「ロータリー・デー」の実施、各地区ローター 

アクトやインターアクトと一緒に、奉仕プロジェ 

クトを実施することを呼び掛けました。 

④ポリオ撲滅について：今の勢いを保てば、2018  

年までに完全に撲滅する。ポリオを撲滅すれば、 

ロータリーが偉業を成し遂げる力を備えた組織 

であると実証されるのです。 

 

以上の重点項目を踏まえ、第2780地区本年度の 

取り組みについてお話させて頂きます。次の3点、

①会員増強 ②公共イメージと認知度の向上 

③寄付獲得を重点実行目標の3本柱に据え、実現

したいと存じます。 

1.会員増強としては、増強、増強！と耳にタコが 

出来るほど聞いています。「うちのクラブは、こ 

の会員数で充分だ」などいうご意見も耳にするこ 

とがあります。活動が順調に行われている表れで 

あり、量より質を重視したいというご意見も正し 

いと思います。しかし、だからと言って増強は必 

要ないということはありません。時として「量」 

が大切な事もあり、「数の力」も必要なのです。 

     その理由を挙げると、第2780 地区はこの状況 

でいくと、27 年後に0名になる可能性があるとい 

うことです。日本では、この10 年間で26％、第 

2780地区は28％減少しています。 

前年の相澤年度は90名、前々の菅原年度は38名 

の純増でしたが、退会者が一昨年は169名、昨年 

は137名と退会防止は思うにまかせません。 

 

 

 

退会を防止すれば、いかに大きな会員増強にな 

るかが判ります。また会員減少によりロータリー 

の有効な活動が困難になり、ロータリアンの価値 

が低下し、公共イメージも損なわれ、クラブの影 

響力も低下し、有意義な活動が困難になります。 

世界には、この10 年間で確実に会員を増やし 

ている国があり、ドイツ・イタリア・スイスの３ 

か国で、決して経済情勢や社会情勢が良い訳では 

なく、ロータリークラブの理念や魅力が理解され 

実践されているからです。「量」と「質」の問題 

に関連しますが、私達の手で、新会員を素晴らし 

いロータリアンに育てるという意識も必要だと思 

います。 

企業や組織において必要なものは“人・物・金 

・情報”です。この中で最も重要なのが「人」で 

す。そして“人”を育てられるのは“人”だけで、 

同じように「ロータリアン」を育てられるのは、 

「ロータリアン」なのです。 

それでは会員増強における具体的な実行目標を 

申し上げます。 

①退会防止を強化したい 

退会者の理由は、病気・死亡・老齢化・家庭の 

事情・仕事上の理由・経済的な理由等が圧倒的に 

多い訳ですが、クラブ内の問題として親睦の欠如 

・認識不足・会員間のトラブル・ロータリー情報 

の欠如等もあるでしょう。その為にも、新会員の 

情報教育を委員会や研修リーダーだけに任せず、 

会員全員で当り、新会員に役割を与え、推薦者は 

永久的にスポンサーとして責任を持つ事です。 

推薦者は入会前に候補者の家庭を訪問し、予め 

奥様の理解を求め、“ロータリーは家庭から”を 

忘れてはいけないと思います。 

②Ｅクラブを立ち上げたい。 

インターアクト・ローターアクト・財団学友・ 

米山学友・Ｒ奨学生等々からより多くのロータリ 

アンを誕生させて、会員増強の大きな期待ができ 

ます。皆さんの中で、各グループ１名のＥクラブ 

会員の推薦をお願いしたい。 

③ローターアクト会員の増強をしたい。 

 当地区には、相模原・鎌倉・横須賀・小田原城 

北と４つのローターアクトがあり、会員数は合計 

36名います。 

 



 
      

ローターアクトの会員数を増強することが、ロ 

ータリーの会員増強につながります。 

④女性会員の拡大をしたい。 

世界 120万人のロータリアンの内、女性会員の

割合は 22 万人で 18.3％、日本は 4,242 人で 

4.82％、第 2780 地区は 171 人で 7.62％です。当

地区の割合を 10%にしたく、会員 225 名の純増の 

内、74 名の女性会員拡大を目標と致します。 

⑤４０歳代会員の拡大をしたいと思います。 

     第 2780 地区会員構成を世代別に申し上げます。 

20歳代 0.1％ 60歳代 30.8％ 

30 歳代 2.1％ 70歳代 20.9％ 

40 歳代 17.0％ 80歳代 6.2％ 

50 歳代 22.1％ 90歳代 0.7％ 

30歳代の割合を 5％に、40 歳代の割合を 20%に 

    したく、会員 225名の純増の内、30歳代が 65名、 

40歳代が 69名を目標とする。 

⑥新会員に対してカウンセラー（スポンサー）方 

式を取り入れ、全員で新会員に気を配る。 

⑦クラブ会費の見直しを行う。 

➇クラブ例会の開催日、時間の見直しをする。 

    ⑨クラブ会長の熱意、姿勢が重要であり、意識高 

揚を図っていく。 

⑩退会者の再入会を期待して、週報を送る。 

    （退会理由を検証し、ターゲットを絞る必要あり） 

 

２．公共イメージと認知度の向上について。 

①ロータリーって何をする団体？（アンケート結果） 

    ・知らない 50％ 

   ・知っているが、何をしているか判らない 28.5％ 

   ・ある程度、理解している 21.5％ 

②1 分間でロータリーの魅力を説明できるように 

 して下さい 

③ロータリーの「陰徳の振舞い」から、「公共イ 

 メージと認知度の向上」へ意識改革を推進する。 

④ロータリー・デイを設ける。 

地域社会の人々に、楽しみながら情報を学んで 

もらうイベントを催しロータリーを紹介する。 

⑤ロータリーバッヂの着用を徹底して下さい。 

 

３．寄付の獲得について。 

米山 1 人 2 万円以上、財団 1 人 200 ドル以上、 

 

 

 

ポリオ 1人 40ドル以上。ベネファクター１ク 

ラブ１名以上。 

ロータリアン一人一人からの寄付は世界中で有 

効に使われています。寄付はなぜ必要なのか？ 

世界中にたくさんの助けを求める人々がいるから 

なのです。 

 

 また、私達が活動する上で忘れてはならないの 

は「戦略計画」です。3つの戦略的優先項目「ク 

ラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と 

増加」「公共イメージと認知度の向上」を掲げ、 

その下に 16の目標を定めています。そして、そ 

の中心には中核的となる価値観「親睦・高潔性・ 

多様性・奉仕・リーダーシップ」があります。 

ロータリーも時代の変化に対応していかなけれ 

ばいけません。より魅力のあるクラブを作るため 

に勇気を持って挑戦しましょう。ポールハリスは 

1935年に「ロータリー物語は、時代と共に何度も 

書き換えられるでしょう」と言っています。 

イギリスのチャールズ・ダーウィンも「この世 

に存続・繁栄する生物は、最も力の強いものでは 

なく、最も知性の高いものでもない。最も変化に 

対応できるものである。」と述べています。時代 

の変化に対応して、新しいロータリー物語を作っ 

ていくのは私たちなのです。 

以上、本年度の取組みをお話してまいりました 

が、私は更に「Light Up Myself～自分自身に輝 

きを」を第 2780地区サブテーマとして挙げたい 

と思います。これは皆様一人一人が輝く事で、ク 

ラブを輝かせる事が出来ると思うからです。 

その為の自分自身の行動指針としては、「五つ 

のカンドウ」を皆様と共有し、かつ実践してまい 

りたいと存じます。 

一、感 動  一生懸命奉仕活動をしよう 

二、歓 働  歓んで奉仕活動をしよう 

三、汗 働  汗をだして奉仕活動をしよう 

四、貫 道  奉仕活動を貫こう 

五、環 働  輪になって奉仕活動をしよう 

です。そして、私達一人一人の「Light Up Myself 

～自分自身に輝きを」で、「Light Up Rotary～ロ 

ータリーに輝きを」を達成させましょう。 

（紙面の都合上、一部要約にて掲載） 

 



                           
 

 
 
●渡辺 治夫ガバナー（横須賀ＲＣ） 
 本日の公式訪問お世話になります。相模原中Ｒ 

Ｃの素晴らしいところを勉強させて頂きます。 
●佐藤 祐一郎君（津久井中央ＲＣ） 
 本日はお世話になります。渡辺ガバナーの熱い 

思いを共有して頂きたいと思います。宜しくお 
願い申し上げます。 

    ●萬田 信行君（相模原東ＲＣ） 
     本日は 17 回目の渡辺ガバナー公式訪問に地区 
     会員増強維持委員長として同行致しました。よ 
     ろしくお願い致します。 

●黛会長、櫻内幹事 
①本日は渡辺ガバナー、佐藤ガバナー補佐、萬田 

会員増強維持委員長、ようこそお越し下さいま 
した。宜しくお願い致します。 

②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
    ●甲斐 美利会員 
     この度、神奈川県経営者福祉復興財団による、 
     産業 Navi 大賞のフロンティア部門の大賞を戴 
     きましたので、スマイルします。 
    ●神田 達治会員 

①渡辺ガバナー、遠路の訪問有難うございます。 
ご指導、宜しくお願い申し上げます。 

    ②妻の誕生日お祝を戴き、ありがとうございます。 
●菊地 啓之会員 

    ①渡辺ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 
    ②入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

●田所 毅会員 
①渡辺ガバナー、本日は宜しくお願い致します。 
②先週の誕生日お祝い頂き、有難うございます。 
③本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①渡辺ガバナー、佐藤ガバナー補佐、萬田さん、 
 ようこそいらっしゃいました。 
●入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 
●川合 貞義会員 
①渡辺ガバナー、佐藤Ｇ補佐、暑い所ご苦労様で 

     す。本日は公式訪問よろしくお願いします。 
②今月お祝の皆様、おめでとうございます。 
③本日、ふるさと山形県が高校野球 2 回戦を勝ち 
 ました。 

 
 

●永保 固紀会員 
 ガバナー公式訪問、よろしくご指導下さい。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①渡辺ガバナー、佐藤Ｇ補佐、萬田増強維持委員 
 長、ようこそ。本日は宜しくお願い致します。 
②8 月お祝を受けられる方々おめでとうございます。 
●中里 和男会員 
 渡辺ガバナー公式訪問、ありがとうございます。 
ご指導下さい。 

●丸子 勝基会員 
①渡辺ガバナー、佐藤Ｇ補佐、萬田会員増強委員長 
 本日は猛暑の中、公式訪問有難うございます。 
②今月お祝の皆様、おめでとうございます。 
●小野 孝会員、松尾秋夫会員、瀬戸裕昭会員 
①渡辺ガバナー、お暑い中ようこそお出で下さい 

ました。本日は宜しくお願い致します。 
②萬田委員長、佐藤Ｇ補佐、ご苦労様です。 
③皆様、残暑厳しい折、体調にお気をつけ下さい。 
●金沢 邦光会員 
 渡辺ガバナー、ようこそ。「あ～こが～れ たか 
 ～く」中央大学の応援歌です！同窓ですね。暑 
 い中、頑張って下さい。 
●豊岡 淳会員 
 渡辺ガバナー、ようこそ。宜しくお願いします。 
●田後 隆二会員 
①渡辺ガバナー、佐藤ガバナー補佐、萬田委員長、 
 ご指導よろしくお願い致します。 
②お祝いの皆様、おめでとうございます。 
●老沼 秀夫会員 
①渡辺ガバナー、佐藤ガバナー補佐、萬田委員長、 
 ようこそ。宜しくご指導お願いします。 
②8 月お祝いの皆さん、おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①渡辺ガバナー、ようこそお出で下さいました。 
②8 月お祝いの会員皆様、おめでとうございます。 
●竹田 繁会員、横溝 志華会員 
①渡辺ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本日は来て 
 頂いて、ありがとうございます。 
②お祝いの皆様、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①渡辺Ｇ、ようこそ。本日は宜しくお願いします。 
②萬田増強委員長、猛暑の中、ご苦労様です。 
③本日、お祝の皆様おめでとうございます。 



 

 

 

    第５グループガバナー補佐    佐藤 祐一郎 

渡辺ガバナーのプロ 

フィールについて、職 

業を一言ご紹介させて 

頂きます。 

湘南菱油㈱の代表取 

締役で、社名の通り、 

中核は23カ所のサービ 

スステーションを有す 

る県内最大のオイルディーラーであり、グループ 

会社ではフライドチキンのフード事業から、フェ 

イシャルエステサロンまで、多彩な事業を展開し 

ておられます。人を大切にする経営、ビッグカン 

パニーよりグッドカンパニーという経営理念で 

企業グループを率いておられます。（概要にて） 

 

 

     増強については耳に 

    タコだと思いますし、 

    ガバナーが卓話でほと 

    んどお話されましたの 

    で、詳しくはガバナー 

月信№2（8月号）の増 

強月間記事をお読み下 

さい。（概要にて） 

 

      

     本日はガバナー公式 
    訪問にあたり、大変緊 
    張しております。では 

本日は「ガバナーにつ 
いて」お話致します。 

    「ガバナー Governor」 

     英語辞書で“Governor” 

と引くと、監督者、管 

理者、公共機関などの管理委員、理事といった語 

義が並びますが、興味深いのは英国の俗語では、 

“おやじ、父親”という意味合いがあることです。 

〇ガバナーに就任するまで 

     ガバナーとは、所管地区のクラブによって指名 

 

 

 

され、国際ロータリー（RI）国際大会にて選挙さ 

れる RIの管理役員です。ガバナーとなる人が地 

区で指名された時の名称は「ガバナーデジグネート」 

です。(2013年規程審議会で変更) 

ガバナーに就任する 2年前の 7月 1日に「ガバ 

ナーノミニー」の肩書きを担い、ガバナーノミニ 

ーは就任する前々年度の国際大会で選挙されて、 

「ガバナーエレクト」となり、国際協議会で研修 

を経た後、国際協議会に参加した年の 7月 1日に 

ガバナーとして就任します。 

その時から 1年（または後任者が選挙され、資 

格が確定するまで）ガバナーの任に留まり、任期 

を修了すると、「パストガバナー」と呼ばれます。 

〇ガバナーになるための資格 

 1つまたはいくつかのクラブで通算 7年以上会 

員であり、クラブ会長を全期務めた経験が必要な 

ど、その資格には細かい条件があり、他にも職業 

分類の正当性が疑問の余地なきものであること、 

その任務に耐え得る能力があるということ、また 

健康であるということも重要で、更に細かい条件 

が掲載されています。また資格条件を満たしても、 

国際協議会で研修を受けないと、せっかく受けた 

指名が承認されず、ガバナーにはなれません。 

（紙面上、一部要約にて掲載） 
 
〇台湾・台中文心ＲＣ 郭錦堂氏より近況報告 

 今年はガバナー補佐として意外と忙しくなりま 

した。特に今年は台湾における会員数を 5万人 

に増強目標を立て、各クラブに説明活動をして 

 います。私は 8月 1日から 1カ月間、バンコク 

国立マヒドン大学に客員教授で招かれています。 

相模原中 RC皆様に宜しくお伝え下さい。（要約） 

〇林 彦伯君（元米山奨学生）よりの手紙 

 自分の夢に向かって頑張っていますが、夢が１ 

 つ叶い、東京・中野区に両親と暮らせるようマ 

 イホームを購入し、8月末に引っ越し予定です。 

  相模原で皆様と一緒にした活動は一生の思い 

 出です。また姉が最近結婚し、相手の父親は高 

 崎 RC会長のようで、本当にロータリーと縁が 

 深いと思いました。ビールをお届けしますので、 

 夜の例会でも飲んで下さい。距離は離れますが、 

 これからも宜しくお願いします。（要約にて） 

 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区職業奉仕セミナー開催のご案内 

     下記にて開催致しますので、ご参加をお願い致 

します。 

     日時：9月 14日（日）13:30～16:00 

 場所：第一相澤ビル  返信締切：9月 5日 

     出席対象者：クラブ職業奉仕委員長及び委員  

②「職業奉仕月間」卓話者派遣について 

     10月は「職業奉仕月間」となっておりますので、 

     卓話者の派遣、または卓話者派遣に代えて、10 

月～3月の間で「職業奉仕について」をテーマ 

に懇談する炉辺会合を希望するクラブは、8月 

29日までにご回答下さい。 

 

       ※次週は移動例会「千曲川 RC合同例会・相模原 

納涼花火大会」となります。本日の例会にて、 

最終確認と会費 5,000円の納入をお願いします。 

日時：8月 23日（土）16時出発 マイクロバス 

     JR相模原駅（三菱 UFJ 銀行前）より 

→「相模原調理師専門学校」へ 

→ 観覧場所の割烹「三代（みよ）」まで 

 

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 

ゲ ス ト 第 2780 地区ガバナー 

       渡辺 治夫君（横須賀ＲＣ） 

      第５グループガバナー補佐 

       佐藤 祐一郎君（津久井中央） 

      地区会員増強・維持委員長 

       萬田 信行君（相模原東ＲＣ） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ご夫人誕生日祝 

・荻原 利彦ご夫人 ８月 ４日 

・神田 達治ご夫人 ８月２５日 

〇入会記念日祝 

・菊地 啓之会員 1989 年 8 月 29 日 

・最住 悦子会員 2009 年 8 月 4 日 

・荻原 利彦会員 2009 年 8 月 4 日 

       

例会プログラム 

８月２６日→２３日（土）移動例会 

「千曲川 RC との合同例会・相模原花火大会」 

18 時点鐘（予定） 「割烹・三代」にて 

９月 ２日卓話「私の職業分類について」 

  担当：田所 毅会員 

 定例理事役員会 

   ９日クラブフォーラム「クラブ管理運営 

     について」担当：荻原委員長 
  １６日移動例会（市民会館休館日により） 
出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２５名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ８９．２９％ １００％ 

●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 
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