
第 2011 回例会 

７月 16 日 №３ 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会員組織委員長 

テーマ「魅力ある楽しいクラブづくりから会員

増強・維持につなげよう」 

日時：2019 年 6 月 11 日（火）13:30～17:00 

場所：藤沢商工会館ミナパーク 6F「会議室」 

＜第１部＞基調講演   

講師：東京飛火野 RC 水野 功氏（第 2750 地

区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、増強計画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ） 

 ○ロータリークラブの課題（運営方針） 

  水野氏の入会は 1989 年で、亡父は東京日野 

RC のチャーターメンバー。当時の地区運営方針 

は、・マンネリ化より脱する ・自由な対話を 

する ・参加して楽しいロータリーを 

※現在の運営に重なる課題・・・クラブ運営の

在り方やビジョン作成を問われる。 
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大井 達       

１．世界のクラブと比較した日本チームの課題 

①女性会員：世界の平均は 20％以上に対し、日 

 本は 6～7％。日本国内では、当 2780 地区が 

12％でトップ、2750 地区と拮抗している。 

②会員数の減少と平均年齢の高齢化 

2017 年の世界 34 ゾーンの再編により、日本 

は会員数減少から 3ゾーン→2.5 ゾーンに編 

成され、日本の理事も減ることになりました。 

③若い会員の増強については、2016 年規定審議 

 会に導入された柔軟性、クラブの自由裁量権 

 の拡大を最大限に活用し、時代に即したクラ 

 ブ運営と拡大を！ 

２．国内クラブに対して実施されたアンケート 

から見えてきたもの     ＜次ページへ＞ 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

 

○直面する課題から見えてきたもの 

・高齢化、会員維持、例会運営に苦慮 

・研修不足から来る会員相互間の意識の開き 

・女性会員に対する根強いアレルギー 

○運営上の課題から見えてきたもの 

・ロータリーライフを楽しめていない 

・多様性、ネットワークへの対応不足 

・リーダーシップの不在（意識は高いが・・） 

・研修不足や地区との距離感 

    ○アンケート結果により認識された魅力 

・ネットワークの拡がり 

    ・友人や仲間作り 

・学習や成長の機会 

・ビジネスチャンス、異業種交流 

    ・奉仕活動や例会を楽しむ 

    ３．ロータリーの魅力とは 

 「ロータリーの心と原点」を再確認し、ロータリ

ーの基本に立ち返ること 

・友人の集まりである（知人ではない） 

・サービスの心を大切に（思いやりが和になり、

幸福を実現、結果として仕事も繁栄） 

・「ロータリーの目的」と「四つのテスト」を大 

切に 

・１業種１名で異業種間交流が多様性を生み、活

性化に繋がる 

・ロータリーはクラブが主体。民主主義を大切に

し、ボトムアップの活動を。 

４．結びにかえて 

     ポール・ハリスの言葉より、「JOIN LEADERS  

EXCHANGE IDEAS TAKE ACTION（ロータリーは、

お互いの友情を高め、もっと人の役にたとうと

しています」 

 

＜第２部＞セッション（グループ毎の意見交換） 

テーマ：「増強手法のノウハウ」、「女性会員につ

いて」 

各クラブ増強委員長を、クラブの規模などによ

り４つに分け、同じような規模のクラブ間での意

見交換を行い、今年度の活動のヒントをつかむ。 

○増強手法のノウハウ 

    ・若い会員の入会をきっかけに、横の繋がりを活 

用して、会員増強の実績を挙げている。 

 

 

 

・青年会議所のネットワーク（中クラブでは青工 

研など）や法人会など、若手経営者の団体など 

で出会う機会を増やす。 

・新入会員に対しての研修や出席支援を通じて、 

ロータリー活動を早期に知って頂き、ロータリ 

活動をを広めてもらう。 

・家族例会を通じて会員の後継者の確認を行い、 

勧誘につなげる。 

・候補者リストの作成と単年度での更新でなく、 

数年に亘って、根強く勧誘できるツールとする。 

・準会員制度で、気軽に例会に参加して頂いたり、 

準会員の方に卓話をして頂き、会員候補者に仕 

上げていく。 

・例会の柔軟な運営で、若手経営者や女性会員の 

参加しやすい環境づくりを工夫する。2017 年に 

採択された柔軟性を今一度、検討してみる。 

・フェイスブックやホームページなどネット媒体 

を活用して、クラブ活動を知って頂き、入会の 

ハードルを下げる工夫をしている。 

・例会の運営方法や回数、開催場所を検討するな 

ど、会費を抑制して、あるいは値下げして入会 

しやすい環境を整える。 

・奉仕活動だけでなく、イベントの企画や同好会 

活動などを行って、会員相互の交流を深める方 

法を工夫している。 

○女性会員について 

・女性会員の入会によって、例会の雰囲気も良く 

なっているが、未だに女性会員のいないクラブ 

がある。 

・奉仕活動などでも、男性会員が気付かないよう 

なところにも気配りができ、より深い奉仕活動 

ができる。 

・固定化、マンネリ化した例会や奉仕活動が新た 

な感性により、意義の深いものに繋がっている。 

・会員奥様や、ご家族が入会をしているケースも 

ある。 

○増強維持の障害 

・年会費 

・例会の回数、開催時間 

・仕組みの周知、研修 

・新入会員へのフォローアップ 

・慣習への抵抗（普通が普通？） 

 



 

 

     終了後、グローバル補助金説明会がありました。

パンフレットを作成されていて、とても内容が判

りやすく、後日、各クラブにも 2 部づつ届くとの

ことでした。セミナー終了後、修了証書を受取り

ました。受講証書があれば、グローバル補助金は

年度に関係なく、いつでも申請できますので、今

後、検討していければと思います。 

    ○ゴルフ同好会より         櫻内会員 

     いつの間にか、ゴルフ同好会の担当ということ 

    になっていました。10 月の地区大会親睦ゴルフコ

ンペの他にも、グループ内のゴルフコンペも予定 

    されていますので、皆様の参加をお願い致します。 

 

 

 

２０１９年７月１３日（土）９時～ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２００８年北京オリンピックで、日本人選手で始めて５位入賞 

相模原市内在住で、東京オリンピック出場を目指しています 

 

 

 

○インターについて   豊岡地区ＩＡ副委員長 

 本日、相模原グリーンＲＣより２名の方が見え 

ておりますが、今年度、グリーンＲＣが提唱して 

いる弥栄高校がインターアクト年次大会の担当と 

なります。当クラブでも２年前に光明学園が担当 

し、当クラブがサポートしました。 

現在、弥栄高校は部員が少なく、また県立高校 

の場合、顧問の教諭が周期的に転任しますので、 

そうしますと活動の雰囲気などもかなり変わって 

しまいます。当クラブでも協力できることは、な 

るべくしたいと思いますが、まずは皆様の登録を 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

「ひばり球場」にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

  例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会 

開催のご案内 

     米山月間に先立ち、セミナーを開催致します。

クラブ米山委員長及び奨学生カウンセラーの

ご出席をお願い致します。 

日時：8月 24 日（土）14:00～15:35 カウンセ

ラー研修会 15:45～17:00 場所：「アイクロス

湘南」（辻堂駅） 登録締切：8月 16 日 

②「ロータリー月間」卓話依頼について 

     11 月は「財団月間」となり、卓話依頼を受付け

ます。11 月以外でも構いません。地区委員を希

望の際は、具体的にどのような内容をお聞きに

なりたいのか明記下さい。財団学友を希望され

る際は、できるだけ夜間例会でお願い致します。 

提出締切日：8月 19 日 

③地区大会親睦ゴルフコンペ登録のお願い 

 （※詳細は回覧にて） 

 日時：10 月 7 日（月）6:30～受付 場所：相模

原ゴルフクラブ 募集：250 名（62 組） 登録

料 5,000 円（事前振込） 費用：23,710 円（昼

食代別途） 登録締切：9月 20 日 

 

※下記２つの回覧をしております。 

①「千曲川ＲＣとの合同例会・バーベキュー」（移

動例会にて予定）※詳細は回覧にて  

     8 月 7 日（水）8:20 商工会議所前 8:30JR 相模 

原駅（ＵＦＪ銀行近辺）会費 5,000 円 

②「２０２０年ホノルル国際大会アンケート」 

※詳細は回覧にて 

次週例会プログラム 

    ７月２３日夜間例会 １８：３０点鐘「市民会館」 

      イニシェイションスピーチ 大槻会員    

 

●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 
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・伊倉 正光会員 １９９２年７月 ２日 

・豊岡  淳会員 ２００８年７月 １日 

・田後 隆二会員 ２０１１年７月 ５日 

・大坪 征弘会員 ２０１５年７月 ７日 

・大井  達会員 ２０１５年７月 ７日 

・諸隈  武会員 ２０１６年７月 ５日 

・大塚 正浩会員 ２０１６年７月 ５日 

・大槻  実会員 ２０１８年７月１７日 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  瀬戸 裕昭ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー 山之内 洋会員 

ビジター    守屋  護君（相ｸﾞﾘｰﾝ RC） 

        井上 誠士君（  〃  ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、山之内 洋 

大槻 実、平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 29 名） 事前メイク者 
３７名 ２８名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
２名 ９３．７５％ ー 



 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     本日は向日葵（ヒマワリ）を紹介させて頂きま

す。向日葵の原産地は北アメリカで、花が咲く時

期は 7～9 月です。向日葵は太陽が移動すること

によって花の向きが変わり、太陽に向かって成長

します。ですから「太陽の花」とも言われます。 

向日葵の種は、 

500～3000 個位 

あります。栄養 

が非常に高いナ 

ッツです。日本 

では、パンの上 

に使うのを見かけますが、中国ではお茶菓子の代 

わりに食べます。 

向日葵の花言葉は「憧れ」です。白色は「程よ

き恋愛」、紫色は「悲哀」、大輪の向日葵は「偽り、

偽の富」、小輪の向日葵は「高貴」です。皆様に

は、お花を贈られる時は色を選んで下さい。 

7 月 13 日（土）に、少年野球ジュニア大会「相

模原中 RC 優勝旗杯」の開会式にご出席の皆様、 

お疲れ様でした。当日は 14 名にご出席頂きまし

て、本当に嬉しかったです。 

また、横江会員が支援されているトライアスロ 

ン選手の井出さんに始球式に来て頂きました。や

はりオリンピックに出られた選手ですから、球場 

が明るくなったような気がしました。横江会員に

は有難うございました。 

    ＜7 月 9 日 第 4 回会長幹事会の報告＞ 

新年度では第 1 回目の会長幹事会で、当日は杉

岡ガバナーが出席され、ご挨拶されました。 

 

 

 

内容は第 5 グループは自分の仲間ですので、ぜ 

ひ宜しくお願いします。また 10 月の地区大会も 

全員で支えて頂きたい。栗林ガバナー補佐は一昨 

年、地区幹事をされているので、よく内容は判っ 

ているとのこと。 

そして 8 月 7 日には、RI 会長マローニーさん 

ご夫妻を盛大に迎えたいので、懇親会には大勢の 

参加者をお願いします。会員増強については、前 

年度がマイナスなので、今年度は増強に力を入れ 

たいとのお話でした。 

次に会長幹事会の議題ですが、 

○ガバナー公式訪問の件 

7 月 16 日からガバナー公式訪問がスタートし、 

68 クラブを訪問します。その 2 週間前に栗林ガ 

バナー補佐が各クラブの協議会に出席します。 

 例会と協議会で 1 時間半の予定で、ガバナー 

補佐訪問時には、杉岡ガバナーの自己紹介ビデオ 

がありますので、パソコンやプロジェクターを用 

意して下さい。 

○地区大会について 

10 月 10 日にリハーサルを予定。各クラブには、 

地区大会用紹介写真を用意してほしい。ガバナー 

月信にも記載する予定。また地区大会に協力要請 

があり、10 月 19 日はホストクラブ（相模原 RC） 

だけで可能ですが、10 月 20 日は各クラブより支 

援のお願いがありました。 

○地区大会親睦ゴルフ大会について 

 10 月 7 日（月）に開催。定員は 250 名、各クラ 

ブ事務局にご案内を送付。 

○地区セミナーについて 

 各クラブで 2名以上の参加をお願いします。 

○会員増強について 

 橋本 RC は今年度、52 名でスタートしたが、 

2 名入会予定で、他に 8 名候補者がいるそうです。 

（一部、要約にて掲載） 

 

＜理事会報告（臨時）＞ 

①職業分類変更の件。 

 高本会員より社名変更に伴う職業分類変更の依頼。 

 新：ＩＴ顧問サービス 

 



 

               

 

 

●井上 誠士君、守屋 護君（相グリーンＲＣ） 

     本日はお世話になります。宜しくお願い致します。 

●横溝会長、田後幹事 

①相模原グリーンクラブよりお越しの守屋様、井

上様、ようこそいらっしゃいました。 

②大井会員、地区会員増強セミナーの報告、宜し

くお願いします。 

③入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

（私も戴きまして、有難うございます。田後より） 

●永保 固紀会員 

新年度理事役員の皆様、宜しくお願い致します。  

●豊岡 淳会員 

 入会記念日祝を戴き、有難うございます。12 年

目になります。今後とも宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①大井増強委員長、セミナーの報告よろしくお願

いします。 

②入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

    ●中里 和男会員 

①本日、家内の誕生日祝を戴きました。家内も喜 

寿を迎えましたが、元気で助かります。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

    ①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

私もお祝いして頂き、ありがとうございます。 

②本日、卓話にて増強セミナーの報告をさせて頂 

きます。 

●阪西 貴子会員 

①本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい 

 ます。 

②地区会員増強セミナーのご報告、大井委員長、 

 よろしくお願い致します。 

●藤原 利夫会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②セミナー報告の大井会員、宜しくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

 少年野球の開会式、お疲れ様でした。井出さん 

 の始球式、とても盛り上がって良かったです。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②大井増強委員長、宜しくお願いします。 

③本日で連続 20 日間、雨が降っているそうです。 

参りました・・。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②増強セミナーの報告、大井さん、よろしく。 

●㝡住 悦子会員 

①7月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②大井さん、セミナー報告よろしくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

②本日、職業奉仕のため早退させて頂きます。卓 

話の大井さん、途中退席してスミマセン！ 

本日のスマイル額  ２６，０００円  

今年度の累計額   ７３，０００円 

 

 

○地区財団セミナー報告    甲斐財団委員長 

（原稿提出にて）7 月 13 日に辻堂駅前「アイクロ 

ス湘南」にて開催されました。内容は現在、年間 

寄付金の合計が約 4000 万円ある。使徒金として 

は、①国際奉仕プロジェクトに 1500 万円 ②財 

団奨学金に約 1000 万円 ③地区補助金に 1000 万 

円 ④ポリオに 500 万円。今年度も会員皆様の協 

力を宜しくお願いします。また各クラブより、事 

業報告がありました。 

①秦野中 RC より         小巻慎吾会員 

フィリピンへ水道施設建設の支援（3 年事業で 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金 650 万円、自クラブ拠出金 250 

万円）国際的奉仕プロジェクト「子供の笑顔の 

ために」 

②小田原北 RC          柴田直明会員 

小田原と相馬の高校生の交流会、クラブを活性 

化する「地域奉仕プロジェクト」 

○補助金セミナー報告   㝡住国際奉仕委員長 

財団セミナーには横溝会長、甲斐財団委員長と 

3 名で出席してきました。↗ 

 


