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●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

本日は臨時総会を開催し、新会員の会費納入

義務を入会当初 6か月分免除する旨の細則改正

案について、協議して頂くこととしております。 

できれば全会一致で決議したいところです

が、先月実施したアンケート結果によれば、反

対の方もいらっしゃいます。結論がどちらにな

ったとしても、今後、会員間にしこりを残すよ

うな事態にならぬよう、表決は挙手ではなく無

記名投票によって行うことを提案致します。 

さて、皆さんのご意見は後程しっかり拝聴す

ることとして、これまでの経緯を少し整理して

おきます。8月 24日の会長の時間で述べたこと

の繰り返しになりますが、当クラブにおいては、 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

 

ここ 2年半以上に亘り、新会員ゼロの状況が続 

いています。前々年の 2019-20年度、私も幹事 

として第 5グループ会長幹事会に出席していま 

したが、当クラブが会員減少に頭を悩ましてい 

る最中、他クラブでは会員増強に関する景気の 

良い話が飛び交っていて、その中で、新会員の 

会費を一定期間免除して成功しているクラブが 

複数あり、大変魅力を感じましたが、当時の当 

クラブの体力では難しいと思っていました。 

2020年に入って、COVID-19による緊急事態 

宣言等の影響を受け、当クラブ活動は大きく制 

限され、予算が大幅に余る事態が発生しました。 

前年の 2020-21年度決算では、次年度繰越金が 
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90万円ほど増加し、約 430万円が計上されるに至 

っています。前年度終盤に、会費を皆さんにお返 

しする案も検討されましたが、その使い道の判断 

は今年度に引き継がれています。この繰越金を原 

資に、新会員の会費を免除できないかというのが、 

これまでの経緯です。 

次に、その理由です。まともに会費を払えない

ような経済的困窮者を仲間に加えようとの意図

は全くありません。また、ロータリアンの三大義

務として「会費支払い」、「例会出席」、「ロータリ

ーの友購読」が挙げられますが、ほとんどのクラ

ブで例会出席率 100％が達成されていない現状に

おいて、会費支払い義務だけが厳格に守られ、入

会当初 6か月間に限定した会費免除が許されない

という理由はないのではないでしょうか。 

「半年で良いから試しに入ってみない？会費が

掛からないから…」という誘い文句は、勧誘する

側もされる側も、心理的なハードルが確実に下が

るものと思います。相模原市内だけでも現在 11

のロータリークラブ、6 つのライオンズクラブが

あり、あちこちから声を掛けられている新会員候

補も多いことでしょう。新クラブが設立され、ご

っそり持っていかれた例も近年ありました。 

まずは見学からなどと言っていないで、直ちに

入会届をもらってしまうことは得策だと考えま

すが、皆さんはこの件についてどうお考えになる

でしょうか。 

 

     

 

    議長             田後会長 

     細則第 15 条「改正」により、例会の中で臨時

総会を開催させて頂きます。既に細則改正案につ

いては、2 週間前の 9 月 13 日に全会員に通知済

みですが、下記となります。 

     

現行の細則第 6 条第 3 節を第 4 節に改め、新たに 

    次の通り新設する。 

    第 3 節 

     新会員については、第 1 節に定める年会費を月 

     割換算し、入会月より 6 カ月分を免除する。 

     ただし、再入会の場合はこの限りではない。 

 

 

 

 つきましては、アンケートでは賛成も、反対も 

ありましたので、先にご意見を伺って、その後に 

採決させて頂きます。 

＜会員よりの意見・提案＞（概要にて掲載） 

・会員となると、会費は必要です。例えば、新た 

 に“準会員”などの規定を設けてみては、どう 

 でしょうか？ 

田後会長：ここで、その規定は決められないため、 

 また細則改正委員会で審議し、理事会に提出し 

 総会にて賛否を問うという手順が必要になるか 

 と思います。 

・新会員候補者に声を掛ける側にとっては有難い 

 ことです。会費やそれ以外の経費も、候補者に 

 は事前にしっかりと伝えなければならないが、 

 それを聞いて、引かれてしまう人もいる。 

 まず入会してくれれば、クラブの良さも判って 

 仲間になってくれるのかと思う。 

・会費免除で入会した方は、正会員として認め、 

RI や地区にも登録するのでしょうか？ 

田後会長：そうなります。よって、各人頭分担金 

 も支払う必要があり、免除期間はクラブ負担に 

 なります。 

・会長が免除する理由として挙げられた内容で、 

 免除しても良いのでしょうか？当クラブは果た 

して、会員増強活動をこれだけ精一杯やってき 

たと言えるのでしょうか？ 

確かに、この 3 年間でフォーラムや情報集会な 

どもしていますが、何か中途半端な活動になっ 

ているように思います。会費が高いという人は、 

ロータリアンの資格はないのではと思います。 

 個人的に一生懸命に増強活動をしている方はい 

 ると思いますが、クラブとしては何をしたので 

 しょうか。もし、どうしても免除の必要がある 

 ということならば、6 カ月間は長すぎます。正 

 会員ではなく、準会員で 1 カ月位かと思います。 

・会費がネックで入会しないならば、会費を下げ 

 なくてはならない。クラブで努力していない面 

 もあるかと思いますが、何か大きく転換する必 

要はある。それは会費を下げるという方法だけ 

でなく、他にもあるのではないかと思う。 

・免除に対して言っていることも判るが、このま 

 まだと、更に会員が減少していく可能性がある。 

 



 

 

     個人的には、会費免除や減額で、若い人を入れ 

     るためには良いと思っています。 

    ・細則上、ゆるめるのはどうかと思うが、実験的 

に期間限定でやってみて、上手くいくようなら、 

正式に細則を検討してはどうでしょうか。 

    田後会長：いろいろなご意見で、大切なことも教 

えて頂きました。この制度をずっと続けるのは 

どうかとは思いますが、お試しの期間や会費の 

金額も決めて、試してみることが必要かと思い 

ます。 

     

    田後会長より： 

    では、ここで投票により採決をさせて頂きます。 

    結果：（出席会員２５名）賛成１６名、反対９名 

     細則第 15条により、「全票の 3分の 2が支持す 

ることが義務づけられる」とあり、25票ですと、 

改正には 16.67票が必要となります。よって、か 

なり微妙な結果となりましたが、賛成票はそれを 

下回っていますので「否決」とさせて頂きます。 

 本日は多くの皆様にご出席頂きましたので、内 

容や結果については周知頂けたかと思います。こ 

れにて、本日の臨時総会は閉会致します。ありが 

とうございました。 

 

＜委員会報告＞ 

〇米山奨学委員会       河野委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     来月 10月より、「米山月間」が始まりますので、 

    毎年のことですが、1人当り 2万円以上の寄付金 

    を宜しくお願い致します。田後会長が「楽しくな 

ければ、ロータリーじゃない！」と言われてます 

ので、私も笑顔で声掛けさせて頂きますので、皆 

様も笑顔でお願い致します。     （概要にて） 

 

 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

本日は臨時総会です。「細則改正案について」を 

皆様ご審議の程、よろしくお願い致します。 

●小野 孝会員 

彼岸も過ぎました。少し涼しくなると良いですね。 

●冣住 悦子会員 

①先週はガバナー公式訪問、有難うございました。 

②田後会長、臨時総会をよろしくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

 緊急事態宣言が今月であけそうですね！皆様と 

 一緒にお酒が飲める日が楽しみです！ 

●永保 固紀会員 

 暑さ寒さも彼岸まで！涼しくなりました。 

●横溝 志華会員 

 田後会長、臨時総会、宜しくお願い致します。 

●大井 達会員 

まもなく宣言が解除されますね。少しづつ、ゆ 

っくりと様子を見ながら、日常を戻していかな 

いと、第６波を大きくしないためにもですね。 

これで、友人を例会に誘いやすくなります。 

        本日のスマイル額  ９，０００円 

今年度の累計額 ２２１，５００円 

 

 

＜ロータリーミニ情報＞ 

（ロータリーの友 9月号より抜粋） 

 米山記念奨学会は、内閣府から「紺綬褒章」の 

公益団体として認定されています。紺綬褒章とは 

公益のために私財を寄付された方に国から授与さ 

れる栄典です。 

 その寄付先として内閣府賞勲局から認定を受け 

ている団体は日本全国で 215、うち公益財団法人 

は 56団体です。（6月 17日現在） 

当会が公益団体認定を受けた 2018年 9月 12日 

以降、個人の場合は 500万円以上、団体・企業は 

1,000万円以上をご寄付いただき、定められた条 

件を満たした場合に、紺綬褒章の授与申請の対象 

となります。分納による寄付も可能です。 

（一部抜粋にて掲載） 

 

 



 

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2022～23年度実施向け 第 1回地区補助金説明 

会のご案内 

次年度の地区補助金申請予定のクラブは、今回

の第 1回説明会、または来年 1月予定の第 2回

説明会のどちらかに必ずご出席下さい。 

     日時：10月 16日（土）14時～16時  

場所：第一相澤ビル 出席対象者：会長エレク 

ト（必須）と奉仕プロジェクト委員長、財団委 

員長、会長・幹事の内の 1名、計 2名 

②米山月間卓話者 派遣について 

     下記のメンバーでお伺いしますので、よろしく 

お願い致します。 

     卓話日：10月 5日（火）米山奨学生：金 侑美 

さん（韓国、女子美術大学） 随行者：地区米 

山学友委員会 早川 正彦委員長 

 

 

１０月 ５日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

           米山奨学生 金 侑美さん 

           随行地区委員 早川正彦委員長 

          定例理事役員会 

       １２日クラブフォーラム「創立 45周年に 

ついて」 担当：黛実行委員長 

       １９日卓話「台湾・タイ・韓国米山学友と 

の楽しい交わり」担当：阿部毅会員 

          

 

 

 

 

 

 

     

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先週の公式訪問で、田島ガバナーが神奈中のラ 

ッピングバスの話をされていて、私も見ました。 

かなり大きく出ていますが「ポリオ撲滅まで、あ 

と一歩」という言葉は、一般の人には“ポリオ” 

や“あと一歩”の意味が判りづらいかと思います。 

また私は役職のため、週に 1～2回横浜に行き 

帰りにカラオケに寄ったりしたのですが、コロナ 

禍で営業していないので、ロータリーソングも声 

がうまく出ません・・。宣言が解除になれば、懇 

親会もできればと思っています。（概要にて） 

 

  

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕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 諸隈 武会員 

 

 

 

 

 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２７名 ２５名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/14) 

１名 ９６．１５％ ９１．６７％ 

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

