
第 2043 回例会 

７月 14 日 №２ 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

会員増強委員長 

 5月 25日より 6月 7日までの期間におきまし

て、「地区研修・協議会」がオンラインにて開

催され、今回は eラーニングにて研修しました。 

 本年度の会員増強・維持委員会の方針は、「ロ

ータリーの意義を再認識し、魅力あるクラブ作

りを通して、会員増強・会員維持につなげよう」

です。ここで、会員増強の幾つかの項目につい

て、お話させて頂きます。 

まず会員増強活動がどうして必要なのか？ 

①会員が居なければ、クラブの維持・存続が出 

来ない。 

②会員が居なければ、例会場・事務局が維持出

来ない。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早川 正彦 

③会員が居なければ、全員が理事・役員になる。 

④会員が居なければ、奉仕活動まで手が回らない。 

⑤会員が居なければ、会費を下げる事が出来な 

い。（多くなれば、会費を下げられる。） 

⑥会員が居なければ、クラブの活性化が難しい。 

ベテラン、中間管理職、新人のバランスが大 

事。すなわち、会員増強活動は新陳代謝のよ 

うなもの。 

もう一方の会員維持についてです。 

①転勤・退職・・転勤でしたら後任の方を。退 

 職してもロータリアン。 

②健康問題・・「例会出席が健康の秘訣」 

③高齢・・70 代、80 代は、はなたれ小僧。 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



        

 

④業績の悪化・・だから情報交換をしましょう。 

⑤年会費・・会長、お値打ちな活動お願いします 

新会員の集い等、フォローしているが、立ち入 

    れない事も多いのが事実。 

会員増強・維持活動において、モチベーションが

下がってしまうのは・・。 

①会員増強・維持活動は、成果・結果が偶発的に 

上がることがない。 

②すぐに効果が出る方法・テクニックが無い。 

③正解が無い。どうすればいいのか、分からない。 

     すなわち、努力した分の結果が必ずしも出ない。

当たり前の事を当たり前にしか出来ず、継続する

事に尽きるため。結果が伴わないのは辛いこと。 

会員増強・維持活動にあたっては・・魅力あるク

ラブ作りが不可欠、ロータリークラブの魅力と

は・・ 

①会員の人間性に魅力がある。 

②卓話者、卓話内容の魅力がある。 

③奉仕活動の魅力。 

④国際的な団体の魅力。 

⑤世界のロータリアンとのつながりが魅力。 

ロータリークラブの活性化とは・・・ 

①例会の出席率が高い。 

②会員増強が出来ている。 

③退会会員が少ない。 

④奉仕活動の出席率が高い。 

⑤会員の年代、男女比等のバランスが良い。 

⑥例会が楽しく、活性化している。 

何よりも大事なのは、相模原中ロータリークラ

ブが好きか？という事では・・・。 

    会員増強のためには・・・ 

①新会員予定者のリストも重要だが、まずは声掛

けをしましょう。 

②例会、奉仕活動などにゲストとして招きましょう。 

③入会してもらおう。その為には、訪問・面談を

実践しよう。（会長出番です） 

勧誘には時間的問題、年齢的問題、金銭（会費）

的問題などクリアーする制度、殺し文句が必要。 

そして中クラブの価値を高め、入会したいと思う 

クラブになる事を、目指す事が大切では・・。 

最後に質問です。 

①中クラブは楽しいですか？現状に満足ですか？ 

 

 

 

②中クラブの５年後、１０年後をイメージ出来ますか？ 

③会員増強は必要ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度のホルガー・クナーク RI 会長は RI テー 

マを「ロータリーは機会の扉を開く」とされまし 

たが、どのような意味を持っているのかについて、 

お話ししたいと思います。 

 クナーク会長は、1 月 20 日にサンディエゴ（米 

国カルフォルニア州）で開催の国際協議会におい 

て、RI テーマのスピーチをされました。RI のホー 

ムページに掲載されていますので、ご覧になった 

方もおられるかと思いますが、テーマを表す具体 

的な 4 つの事例を紹介しています。 

 1 つ目は、心臓病やガン等の病気を抱える子供 

達への支援や、学校へのきれいな水の提供など、 

ロータリーの奉仕活動により、それまで機会が得 

られなかった人々に希望を与えている事例で、奉 

仕を受けた方々がロータリーの奉仕活動により、 

新しい機会の扉を開いたという事例です。 

 2 つ目は、ロータリアンがインドでポリオ予防 

接種を子供達に受けさせようとした際、母親の目 

の中に「機会」を見たと述べています。ポリオワ 

クチンは子供の人生を変えただけでなく、この母 

親の目に表された感謝の気持ちにより、ロータリ 

アン自身が心の平和を見出す機会を得たと紹介。 

 3 つ目は、ある奨学生のエピソードで、ロータ 

リーから奨学金を得て、大学で臨床研究のスキル 

を磨き、博士号を取得。帰国後にロータリーに入 

会した元奨学生は、その後の 26 年間、医療団の 

ボランティアに参加しましたが、ロータリーでの 

 



 

 

最高の機会はローターアクターだった時に、生涯 

の伴侶となる女性（妻）と出会ったことであると 

述べています。 

4 つ目は、子供の頃に養子に出され、高校では

虐められ、トイレに隠れていた経験を持つロータ

リアンの話で、何年間も他者に追従することに満

足し、自分の秘められた可能性に全く気づいてい

なかったが、ロータリーに入会したことにより、 

    リーダーシップを発揮し、自信と強さを持って、 

    ステージに立つ機会を与えてくれたというエピソ 

ードを紹介しています。 

クナーク会長はこの 4 つを紹介し、「私たちロ

ータリアンの、あらゆる活動が、どこかで、誰か

のために、機会の扉を開いていると。だから、今

年度の RI テーマは『ロータリーは機会の扉を開

く』なのだと述べています。 

つまりロータリーの奉仕活動は、奉仕を受ける

方々に新たな希望を与えるだけでなく、奉仕活動

を行うことによって、我々ロータリアン自身が心

の平和を見出すことででき、更にさまざまなロー

タリー活動を通じて、多くの素晴らしい方々との

出逢いあること。さらにロータリー活動を通して、

リーダーシップや自信や強さを身につけること

もできるということ。これらが、今年の RI テー

マの言葉の意味だと思います。 

ロータリー活動には多くの素晴らしい点があ

りますが、今年の RI テーマはロータリーのさま

ざまな素晴らしさを端的にひと言で言い表した、

とても良いテーマであるように思います。 

 （一部要約にて掲載） 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

    ①皆さん、こんにちは！コロナウィルスの東京都 

     感染者が昨日、5 日振りに 200 人を下回りまし 

たが、まだまだ用心が要りそうです 

    ➁本日「会員増強セミナー報告」の早川委員長、 

宜しくお願いします。 

    ●伊倉 正光会員 

    ①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

    ➁早川会員増強委員長、増強セミナーの報告よろ 

     しくお願いします。 

     

 

 

●豊岡 淳会員 

 入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

入会して直ぐにリーマンショックだったな・・ 

●田後 隆二会員 

 入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

丸９年です。 

●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。 

 私もまた新たな想いで、一年を過ごさせて頂き 

 ます。お祝、ありがとうございます。 

➁早川委員長、報告よろしくお願いします。 

●大槻 実会員 

 入会記念日のお祝を戴き、ありがとうございま 

す。なかなか出席できず、ご迷惑をお掛けしま 

すが、今後とも宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

 入会記念日祝の方々、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①早川会員、本日「増強セミナー」報告、宜しく 

 お願いします。増強に向けた秘策を指示下さい。 

➁入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●最住 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。 

➁早川増強委員長、セミナー報告を宜しくお願い 

 します。 

●金沢 邦光会員 

 先日、大腸の内視鏡検査を受けました。前回は 

 恥かしい面もありましたが、昨年、痔の手術を 

 したので、怖いものなしです！ 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

➁会員増強セミナー報告の早川増強委員長、宜し 

 くお願いします。皆で増強頑張りましょう。 

●池之上 和哉会員 

①7 月入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

➁早川増強委員長、セミナー報告宜しくお願いします。 

●横江 利夫会員 

①お祝の皆様、おめでとうございます。 

➁会報にも載りましたが、先日のコンペで優勝し 

 ました。またコンペを企画するので、参加お願 

 いします。 

③今日のお弁当のいもが美味かった！ 

 



 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間の大役、ご苦労様でした！ 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①「ダメ、ゼッタイ」普及運動キャンペーングッ

ズの送付。 

     麻薬・覚せい剤乱用防止センターより、広報グ

ッズが届きました。各クラブでご利用下さい。

ポスター（大・小）、リーフレット、募金セッ

ト、募金箱 

  

     例会プログラム 

７月２１日クラブ協議会「今年度活動に向けて」 

          担当：会長、各委員長 

      ２８日卓話 諸隈 武会員 

    ８月 ４日卓話 丸子 勝基会員 

         定例理事役員会 

      １１日例会取止め 

 

 

 

 

 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊倉 正光会員 1992年 7月 8日 

・豊岡  淳会員 2008年 7月 1日 

・田後 隆二会員 2011年 7月 5日 

・大井  達会員 2015年 7月 7日 

・諸隈  武会員 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  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  伊倉 正光会員 

 

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 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２３名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(6/26) 

２名 ９２．０％ ９２．０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp


 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 


