
第 2095 回例会 

11 月 2 日 №17 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 副委員長 峯尾 勝彦     

＜相模原中ＲＣの現状＞ 

現在の会員数：27名（内、女性会員 3名） 

2021年 7月現在の会員平均年齢：62.7歳 

過去 5年間の会員数 

２０１６～１７年度 ３９名 

２０１７～１８年度 ３６名 

２０１８～１９年度 ３７名 

２０１９～２０年度 ２９名 

２０２０～２１年度 ２７名 

＜新型コロナの蔓延により各クラブに何が起きたか＞ 

・例会の中止 ・奉仕事業の中止 ・オンライ

ン例会への切り替え ・各研修やセミナーの中

止 ・新会員の認証ができない ・会員同士の 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 関根 正司 

親睦ができないなど  クラブの課題や悩みが、 

これまで以上に多様化。 

〇まずはクラブの棚卸しをする 

・各会員の状況は？  

・クラブ運営で見直すべき事は？  

・クラブで浮き彫りになった課題や悩みは？ 

・今後、どのようにクラブをしていきたいか。 

 まずは、今いる会員の声をしっかり拾いまし 

ょう。必要な変化は何か、継承し続ける事は何 

か。自クラブの未来を考えましょう。 

＜会員増強・会員維持はなぜ必要で重要か？＞ 

 これまでの歴史を積み重ねてきた先輩会員、 

現会員、そして常に新しい会員が入ってくること 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



     

 

    で、奉仕を継続し、多世代の友人ができ、ロータ

リーの魅力を感じることができるクラブである

ことが重要であると考えます。 

       人道的奉仕を行う 

          

       公共イメージが向上する 

 

       事業への支援者が増える 

 

       会員増強につながる 

 

       人道的奉仕がさらに進む 

   

       公共イメージがさらに向上する 

     あらゆる活動が全て最終的には、会員の維持・ 

    会員の増強につながるスパイラルになっている。 

    〇どうやって会員増強を行うか？ どのように 

して会員を維持するか？ 

    ①戦略計画（長期・会員増強）の立案 

     クラブの未来を描き、中長期の目標を定める際 

に最も重要なものは、クラブの会員基盤の向上に 

関してのビジョンをしっかりと持つことです。具 

体的な会員増強維持計画を立てましょう。 

クラブ会員基盤の向上→クラブの「継続性」確保 

→クラブのフューチャービジョン 

→クラブ全体で「共有」 

②魅力あるクラブ作りが増強と維持につながる 

・クラブビジョンのクラブ全体への浸透と実践 

・コロナ禍でも積極的なアクション 

・新しい奉仕と親睦の在り方・方法 

・多世代、多様な会員がいる 

→会員の満足度を上げる、入りたくなるクラブ、 

     辞めたくないクラブ 

「ロータリーに入って良かったこと」 

（新会員の集いアンケートより） 

・異業種の人たちと知り合いになれる。 

・尊敬できる先輩や仲間の存在。 

・自分の頑張りを認めてもらえる。 

・必要とされていると感じることができる。 

・新しい自分に出会えるのではないかという期待 

     が持てる。 

・成長できる。 

 

 

 

→このような気持ちに新会員をさせることができてい 

  るか。クラブ一丸で新会員の満足度を高めよう。 

＜会員増強にまつわるデータ＞ 

〇日本のロータリークラブ数、会員数の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第２７８０地区 年度末会員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜認知度浸透度調査報告＞ 

〇ロータリークラブ認知 

・ＲＣの現会員である（あるいは会員経験がある） 

 大阪府 1.3％   東京 23区 1.6％ 

・活動内容や理念など、ある程度まで知っている 

 大阪府 13.2％   東京 23区 12.2％ 

・名前は聞いたことがある 

大阪府 47.7％   東京 23区 45.0％ 

・知らない 

  大阪府 37.8％   東京 23区 41.2％ 

〇ロゴ認知 

・いずれか見たことがある  19.8％ 

・いずれも見たことがない 80.3％ 

〇ロータリークラブ、ライオンズクラブの認知 

・活動内容や理念などをある程度まで知っている 

ＲⅭ 9.7％    ⅬⅭ 10.7％ 

・名前は聞いたことがある 

ＲⅭ 471.％    ⅬⅭ 63.0％ 

・知らない 

ＲⅭ 43.2％    ⅬⅭ 26.3% 

        （紙面上、資料を要約にて掲載） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

昨年 10月、コロナ禍 

の中、4グループに分か 

れて情報集会を開催し、 

主に会員維持増強につ 

いて意見交換を行いま 

した。その内容は昨年 

11月 24日の例会で報 

告され、当時の週報に 

概要が掲載されています。改めて読み返してみる

と、すでに議論は尽くされた感はありますが、残

念ながら結果を伴っていません。 

理由は大きく 2 つあると考えます。1 つ目は頭

で考えたことを行動に移していないことです。 

私は、年度当初より「足で稼ぐ会員増強活動」 

を標榜してきましたが、緊急事態宣言下で逡巡し 

てしまい、実行できていません。しかし、もうコ 

ロナを言い訳にすることはできません。 

2つ目は全員で取り組むことの非現実性です。 

一般の営利企業等では特定の部署等を担当にし、 

その成果に応じて、賞与等の支給額を調整するこ 

とがあると思います。しかし、ロータリークラブ 

のような非営利の会員組織では、そうはいきませ 

ん。全員で取り組むということは、誰も着手しな 

い、誰も責任を負わないことの裏返しだというの 

が私の持論です。今日のゲスト卓話の内容をしっ 

かり受け止め、「足で稼ぐ会員増強活動」を率先 

して進めていきたいと思います。 

 

 

 

＜委員会報告＞ 

〇ロータリー財団委員会      諸隈委員長 

 本日より財団とポリオの寄付金を集めていますが、 

  多くの方にご協力頂き、ありがとうございます。全 

 会員の寄付を目指して、宜しくお願い致します。 

 

 

●峯尾 勝彦君（綾瀬春日ＲＣ） 

  本日は卓話のお招き、ありがとうございます。本日 

  を機に増強に対する意識が高まれば幸いです。 

  本日は宜しくお願いします。 

●関根 正司君（相模原グリーンＲＣ） 

  本日は地区会員増強維持拡大委員として相模原 

  グリーンよりお伺いさせて頂きました関根です。 

  相模原中さんの例会を楽しんで参りますので、よろ 

  しくお願い致します。 

●田後会長、阪西幹事 

本日のゲスト卓話の峯尾副委員長、関根委員、よ 

うこそいらっしゃいました。会員増強についての卓 

話、よろしくお願い致します。 

●冣住 悦子会員 

  会員増強維持拡大委員会の峯尾副委員長、関根 

  さん、卓話どうぞよろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

ゲスト卓話の峯尾さん、関根さん、よろしくお願い 

致します。 

●横溝 志華会員 

 本日、会員増強維持拡大委員会の峯尾様、関根様 

 来て頂き、ありがとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

  峯尾様、関根様、本日はお越し頂きまして有難うご 

ざいました。卓話を宜しくお願い致します。 

 

＜理事会報告＞ 

①老沼会員より退会届（健康上の理由）の提出。 

 １１月末での退会を承認。 

②１２月年末家族例会について。 

 予定通り実施。日程や会場は親睦委員会に一任。 

③４５周年にあたり、「会員増強パンフレット」作成の 

 提案。作成する方向で検討する。 

④指名委員会の開催について 

⑤増強候補者について 

 



  

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①マイロータリー登録状況 アンケートの調査に 

ついて（再依頼） 

9月に行いましたアンケートの回答率が 10％台 

であったため、再度ご依頼を致します。第 1 回 

で回答済みの方は、そのままアンケートは終了 

となります。未回答の方はそのままアンケート 

にお進み下さい。11 月 20 日締切  

（※クラブより、ご案内と URL、ＱＲコードをメ 

ールにてお送り致します） 

②新会員の集い（日帰りバス旅行）ご案内 

     入会 3 年未満の会員を対象に、今回は米山奨学 

生・学友の親睦旅行と同日に開催し、交流の場 

を設けております。 

日時：11 月 27 日（土）9:30 小田原駅集合 

場所：米山梅吉記念館見学・墓参ほか  

会費：1 人 1 万円 登録締切日：11 月 10 日 

③２０２０～２１年度 地区資金会計報告書 

     手続要覧の地区財務、監査報告に従い、お送り 

致します。（全 15 ページ、回覧にて） 

２．ロータリー財団より、冣住悦子会員にべネフ 

ァクターの認証状とピンが届きました。 

 

 

１１月 ９日ゲスト卓話「財団月間にあたり」 

     財団学友 石塚 愛さん（Zoom参加） 

     地区委員 福山 茂氏（グリーン RC） 

 

 

 

 

 

 

     

●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 

 

 

 

 

     おりません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コロナ禍で、ここ 1年程はほとんど活動していなか 

ったのですが、どうやって付き合っていくかを考えな 

がら、少し動き始めましたのですが、車の運転で 3回 

違反キップを切られ、次は免停になりますので、慎重 

な運転をしています。 

 また仕事で、よく早稲田の近くに行くのですが、大 

学の周りは学生も少なく、空き部屋も多くなり、不動産 

業者も廃業しているそうです。昨日は感染者も１ケタに 

なり、このまま落ち着いてくれればと思います。 

（概要にて掲載） 

 

    

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱 「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト   地区会員増強維持拡大委員会 

      副委員長 峯尾 勝彦君（綾瀬春日） 

      委員   関根 正司君（相グリーン）    

 

●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 Zoom 含み２１名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/19) 

２名 ９１．６７％ ９２．３１％ 

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

