
第 2127 回例会 

７月 19 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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

会員増強委員長 

活動計画書に、方針と実施計画は掲載してあ 

りますが、増強目標 10名なので、今までのよう 

なシステムでは無理だと思いますので、実施計 

画の①～⑤を説明させて頂きます。 

①【増】は皆様のネットワークで、会員 1人が 

1 人のノルマを掲げました。ビジター参加で

連れて来て頂ければ結構です。まずはクラブ

を知って頂くことで、今年度 1年間に 1人を

お誘い下さい。この点を強調させて頂きます。 

➁【増】は増強委員会で役目で、来て頂いた候 

補者を訪問して、入会に繋げるよう務めます。 

③【増強】は月 1回の夜間例会を、今までは不 

定期での開催でしたが、日程を確保します。 

コロナ感染者も増えてきて、夜間例会は状況 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

横江 利夫 

次第ですが、ビジターとして呼びやすくなる 

かと思います。 

④【増】は今までの候補者リストは古いので、 

 更新します。例えば、自身はあまり知らない 

 候補者でも、他の会員が知っている可能性も 

 あり、リストを共有したいと思います。 

⑤【強】は退会者には理由をよく聞きとり、増 

強活動に活かします。 

⑥【増強】は純増 10名で、会長の思いです。 

10名増は高い目標で、それなりのことをしな 

くてはならず、高い努力の量と質が求められま 

すので、少し強い言葉でお話させて頂いており 

ます。今年度は近況スピーチの中でも、一部分 

は増強の話も入れて頂くようにお願いします。 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

以前に、相模原 RCのパストガバナーの方と居 

酒屋で同席したことがあり、その席でも勧誘され 

ていましたので、常にアンテナを張って下さい。 

     コロナ禍で、退会者が多いのも流れですが、ぜ 

ひ 1名のオブザーバー参加者をお願いします。力 

をお貸し下さい。また増強委員会では、月 1回お 

もしろ飲み会（まるふく会）を実施しています。 

ご興味ある方は、ぜひご参加下さい。 

＜会員よりの意見、質問など＞  （要約にて） 

〇月 1 回の夜間例会の実施はいつ決定するのか。 

〇昼間でも夜間でも、例会だと来づらい方もいる 

 と思うが、例えば、「まるふく会」に呼んでも、 

1人のノルマとしてカウントになるのか。 

〇推薦者になると、「親」と呼ばれ、あまり良く知 

らない候補者の方でも、責任感を感じてしまう。 

「親」だからという言い方はではなく、全会員 

でフォローして頂きたい。 

＜会員増強委員会／丸子会員より＞ （概要にて） 

増強委員を通算で 4年やっていて、この 3年間

は入会者無しなので、今年度は実績を作りたいと

思い、増強委員会を中心とした「まるふく会」を

提案させて頂きました。その増強手段の１つとし

て、増強委員会とできれば全会員にもロータリー

の名刺を作成して頂きたい。また増強用資料を標

準化して頂きたい。 

私は、相模原産業創造センターに会社が入って

いて、その縁で藤本会員や小崎会員とも知り合い

になったので、1 つの目標として、このセンター

の事業者を攻めていきたいと思っています。 

 

 

 

今年も相模原市少年 

野球ジュニア大会に行 

ってきました。7月 16 

日（土）に決勝戦を予 

定していましたが、金 

曜からの雨で急遽 18日 

（祝）に順延が決定さ 

れました。当日は高校 

野球との開催で大変混雑しており、駐車場に車を 

停めるのも一苦労という状況でした。 

 

 

 

試合の方はセミの鳴く夏空の下、１回から大量 

得点の打撃戦が繰り広げられ、途中ランニングホ 

ームランも飛び出すなど、9対 7の激戦ぶりでし 

た。優勝は相模ブルーバッズ。準優勝が大野台ス 

パロウズで、女子選手も活躍していました。市内 

では少しずつですが、女子選手の割合も増え、市 

内でのチーム結成も構想しているようです。 

大会名にもある相模原中 RC旗を大井幹事、竹 

田会員、豊岡会員、櫻内会員、早川会員と共にク 

ラブを代表し、私の方で授与してまいりました。 

今大会 3位までのチームが相模原市代表として 

神奈川大会に出場します。本大会での一場面が参 

加した子どもたちの「将来」に繋がってほしいと 

思います。 

 次に、先週の 12日火曜に会長幹事会が行われ 

ましたので、報告させて頂きます。 

〇杉崎 AGの方で、各クラブ事務局との懇親を目 

的に食事会を開催したいとのことでした。クラ 

ブより１名につき 3000円の予算を依頼。 

〇毎月月末に入退会情報の提出。見込みなどの情 

報共有なども。会員の会社情報や体調などに関 

してなどの情報もあれば。 

〇地区大会記念ゴルフのお手伝いの募集。6:00〜 

 9:00と 7:20〜10:00の時間帯で 1〜2名。お手 

伝いの方にはお茶と食事あり（南 RC12名＋2名、 

西クラブより 6名） 

〇地区大会の開催進捗は、ほぼ未定の状態。今月 

中に諸々急ぎ決定していくとのこと。会場と日 

時は決定しており、10月 15,16日で、町田レン 

ブラントホテルにて開催予定。 

〇ガバナー公式訪問について。当クラブは 9月 20 

日がガバナー訪問。2週間前の 9月 6日にガバ 

ナー補佐の訪問。 

〇AG訪問はクラブ協議会形式で行い、杉崎 AGの 

お話される時間は 15分程度を見込む。 

＜各クラブの近況報告＞ 

西 RC: 例会場をレンブラントホテル町田に変更。 

＋２名の増強目標。テーブルリーダー制でビジタ 

ー招待を行っている。月イチで夜間例会（浴衣や 

アロハシャツでの懇親） 

東 RC：昨年度のスタートでは会員数 15名となり、 

クラブ存続の危機があった。飯田幹事の入会で、 

 

会長の時間 



 

 

前年度 4名の入会者があり、現時点で１名入会が 

決まりそう。更に 2〜3名ほど候補者がいて、25名 

が見えてきた。 

    柴胡 RC：年度末に 1名退会、新年度に１名入会。 

増強は 3〜4名を目標で、リスト作りをしたい。 

IM担当クラブとなり、今年度は IM一色になりそ 

う。第５グループが Aと Bで別れていることにつ 

いての問題提起あり。（IMが AG主催なら Bグルー 

プのみの IMを計画しても良いのではないか。） 

かめりあ RC:今年度から移籍１名を含め 7名の退 

会者があり、30名→23名に。Zoomと対面の例会 

をそれぞれ開催し、80％以上の出席率があった。 

今年度で５年目を迎え「もっと楽しい例会」を目 

標に活動したい。 

南 RC：年度初回の例会で AG訪問。前年度末に 3 

名の退会し、48名でスタート。増強は 2名を目標。 

ビジターを呼ぶことを重視。新会員が新会員を呼 

ぶ。この 3年間で 15名の新入会者がいるが、あま 

りフォローできてないため会員維持も努めたい。 

当クラブも、今年度は 25名からのスタートと 

なります。10名の増強を目標にしており、本日の 

クラブフォーラムは「会員増強について」です。 

横江委員長の計画に基づき、我々のクラブの増 

    強について意見交換できればと思います。 

 

 

●小崎会長、大井幹事 

①昨日、無事に中 RC旗争奪杯の表彰式まで終了 

        致しました。出席された皆様、お疲れ様でした。 

➁７月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③横江委員長、クラブフォーラム宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①横江増強委員長、クラブフォーラム、よろしくお願 

  い致します。 

➁入会記念日祝、ありがとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

➁昨日のジュニア大会決勝戦、表彰式に出席された 

        皆様、お疲れ様でした。良い試合でしたね。 

●諸隈 武会員 

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

➁横江さん、本日はよろしくお願いします。 

 

 

 

●小野 孝会員 

 入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

➁クラブフォーラム、横江会員増強委員長、よろしく 

  お願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

➁昨日のジュニア大会に参加の皆さん、お疲れ様で 

  した。子供のいるチームが優勝しました。ありがとう 

  ございます。 

③横江委員長、よろしくお願いします。 

●竹田 繁会員 

  入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

➁クラブフォーラム、横江委員長、よろしくお願い致し 

ます。 

●冣住 悦子会員 

①少年野球ジュニア大会の表彰式に出席された皆様 

  お疲れ様でした。 

➁７月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③横江委員長、フォーラムよろしくお願いします。 

●阿部 毅会員 

①横江委員長、本日のクラブフォーラムご苦労様で 

す。１０名増に向けて、皆で苦難（?）の道を歩いて 

行きましょう。光が見えるまで。 

➁入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

   

 最近、あまり活動して 

いないので、お話する内 

容がないのですが、地区 

ライラ委員をもう一年やる 

ことになりました。前年度 

は、特に活動が無かった 

のですが、今年度は実施 

する予定です。青少年育 

成がメインですが、ロータ 

ーアクトや米山学友会なども集めて研修を予定して 

います。IM との合同開催などの提案もあり、また決 

定しましたら、報告させて頂きます。（概要にて） 

 



  

 

 

          

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①「END POLIO NOW（エンドポリオナウ）」 

キャンペーン、及び卓話の依頼について 

     本年度は「ポリオ根絶はロータリーの最優先

事項」であることを念頭に、キャンペーンの

募金活動を各クラブ１回以上の実施をお願い

致します。実施予定のクラブはヒヤリングシ

ートをご提出下さい。予定されていないクラ

ブは、計画を組んで頂きますようお願い致し

ます。また 10 月 24 日「世界ポリオデー」に

あたり、地区委員派遣による卓話や、資料・

動画の提供等実施しますので、希望のクラブ

は卓話依頼日をご連絡下さい。 

②２０２３年夏出発 青少年交換学生募集の件 

     各クラブへ学生から応募があった場合は、申

請書とクラブ確認書をガバナー補佐経由で、

ガバナー事務所にご送付ください。応募締切

は 10 月 20 日、ガバナー事務所必着は 10 月

28 日。派遣期間：2023 年 8 月～2024 年 7 月 

 派遣国：9 か国（予定）9 名 

③2024～26 年度ＲＩ理事 公式推薦書式の件 

米国本部担当部署より、第 2 ゾーンＲＩ理事 

候補者の推薦を募る書式が届いております。

（回覧にて） 

      

 

     ７月２６日卓話 豊岡 淳会員 

     ８月 ２日移動夜間例会「地区協議会打上げ会」 

18:30 点鐘 18:50 頃～懇親会 

        ９日卓話 伊倉 正光会員 

          定例理事役員会 

       １６日例会取止め 

 

 

  ●例会場 中国名采「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 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  ロータリーソング「我らの生業」 

司 会  冣住 悦子ＳＡＡ 

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：諸隈 武 副委員長：豊岡 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛  裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 18 名） 事前メイク者 

２５名 ２２名    ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/5) 

２名 ９１．６７％ ９０．９１％ 

＜例会プログラム＞ 

＜例会記録＞ 

＜出席報告＞ 

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

