
第 2128 回例会 

７月 26 日 №４ 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

卓話の前に余談ですが、昨年 5 月の卓話で、 

減量のために「水」を飲み続けた話をさせて頂 

きました。結果的にあまり効果がなかったので 

すが、皆さんとは毎週例会で会っているので気 

づかないかと思いますが、その頃は体重が約 70 

キロあったのですが、今は約 60キロになり、だ 

いぶ痩せました。地区研修協議会の実行委員長 

が大変だったせいかもしれません？・・。 

 では本題ですが、私は 

4年程前に「ロータリー 

の友」誌「私の一冊」で 

紹介された『凡太の奉仕 

経営物語』を購読して、 

大変感銘を受けました。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （PP資料より一部抜粋） 

豊岡 淳 

著者は、高良 明（ﾀｶﾗ ｱｷﾗ） 

さんで川崎西 RCの会員です。 

公認会計士の方で、2016～17 

年に第 2590地区ガバナーを務 

められています。 

話の内容としては父親が創業した会社を継い 

だ二代目社長がロータリークラブに入会して、 

問題の多かった会社をロータリーの「奉仕の理 

念」を学びながら、経営に活かして行くお話し 

です。主人公（中野凡太）の年齢（当時）と同 

じ製造業を営む者として大変勉強になりました。 

本の内容そのものをお話しするのは、時間的 

に難しいと思いますので、当クラブの課題であ 

る「会員増強」について、主人公（以下、凡太） 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

の入会に照らし合わせながら、お話しさせて頂き 

たいと思います。 

＜中野家＞ 

中野凡太（44）中野工業社長 4年 

家族 妻：和子、弥々(16)、あざ美(9) 

   中野凡吉（故人）中野工業創業者（老他利神？） 

 

＜川崎ウエストＲＣ＞会員数８０名 

キーマン 主な会員 

吉本会長 前島会員（銀行支店長） 

島野副会長 町田会員（俳優・ホテル経営） 

三上幹事 河辺親睦委員 

守道理事（PG） 明日香職業奉仕委員 

中山増強委員長 恒田会員 

吉川研修委員長 山川会員 

佐山研修委員 中森会員（７８） 

越野研修委員 野田会員 

戸高職業奉仕委員長 香田会員 

佐田出席委員長 柳田会員（最高齢） 

 片山ガバナー補佐 

 七渡事務局 

 

凡太が会社を継いで 4年経過した頃、取引先銀 

行の前島支店長（川崎ウエスト RC会員）が、会員 

増強として会社を訪ねて来ます。 

当初、凡太のロータリークラブに対する認識は

「お金持ちが集まって食事をする会」程度しかあ

りませんでした。前島はロータリークラブの概要

や奉仕活動の大切さなどを丁寧に説明しますが、

凡太は「時間がない」と余り乗る気ではありませ

ん。そこで前島は時間管理の重要性を説きます。 

凡太は前島の熱心さと知識に圧倒されて、また

自分は経営の勉強をしていなかったので、入会を

決意します。 

＜話の流れ＞ 

〇中野工業（医療機器製造販売）35期目 

 凡太（44）川崎ウエストＲＣに入会 

2期連続赤字（売上 8億 5千万円）、全て他人任 

せ。守道理事（PG）と戸高職業奉仕委員長（川 

﨑ウエスト RC会員）の指導の下、経営作成及び 

ロータリーの精神（奉仕の理想等）を学び、経 

営に活かす。 

 

 

10年後 

凡太（55）、川崎ウエスト RC会長、会長指針発表 

中野工業 売上 50億円維持 

 

＜前島会員 時間管理の重要性を説く＞ 

・社員に任せられる仕事を自分（社長）がしてい 

ないか？ 

・時間はヒト、モノ、カネ、と並んで重要な経営 

資源 

・『時間はあるものではなく、自ら創るもの』 

・仕事の重要性と優先度を時間に結び付けて 

・時間管理とは、自分自身の管理 

・時間は万人に平等に与えられた経営資源・人生 

資源 

 

会員増強は「先ず誰を」が重要かと思いますが、 

誰でも良い訳ではありません。やはり仕事等の付 

き合い等、ある程度のコミュニケーションのとれ 

た方から人選されるのが賢明かと思います。前島 

も凡太の人柄や会社の現況を理解した上での人選 

であったと思います。また、前島の時間管理の重 

要性を説く姿勢は真剣そのものであり、その熱意 

が入会を躊躇していた凡太を動かしたと思います。 

私も入会を勧める時は、少々照れの様な気持ち 

が入ってしまうことも多々ありますが、この辺り 

は手本とすべき姿であると感じました。 

 純増 10名は容易い数字ではありませんが、ま 

ずは第一歩を踏み出しましょう！！ 

 

＜会員増強／ゴルフ同好会より＞ 横江会員 

 昨日２５日１８：３０～ 

会員増強委員会による 

「まるふく会」を５名出席 

にて行いました。毎月、 

第４月曜１８：３０～相模 

原駅前の寿司店で行い 

ますので、ぜひご参加 

加下さい。また次週２日 

と２３日例会にはオブザ 

ーバーの方が出席予定です。 

 地区大会親睦ゴルフコンペは、櫻内さん、冣住さん、 

竹田さんと私の４名が参加予定となっています。 

 



 

 

 

 

コロナ感染の第 7波が 

猛威を奮っています。先 

週の水曜から東京都では 

2万人超え、週末には 3 

万人を超える状況です。 

今回の流行はオミクロ 

ン株の亜種とされており、 

第 6波では喉の痛みを訴 

える患者が多かったのに 

対し、今回は 38°以上の発熱と倦怠感を訴える患 

者が多いようです。 

重症者や死亡者数は、今のところ低水準を推移

しているそうですが、政府では行動制限をしない

方針で、濃厚接触者の待機期間も 5日間に短縮す

るといった方向になっており、経済活動に配慮し

自己責任で行動をという印象が強いです。 

当クラブでも例会の出席に関して、個々のお考 

えを尊重する考えでおります。前々年度より Zoom 

を活用した、ハイブリッド形式の例会を実施して 

おりますので、こちらの方も是非ご活用いただき、 

例会運営を継続したいと思います。 

今日は今年度奉仕活動のお話もしておきたい

と思います。今年度の会長テーマは「将来に奉仕

する」です。奉仕活動のメインに据えているのは、

「相模原中ロータリークラブ少年野球教室」です。 

今年 12月 4日（日）にサーティフォー相模原球

場で実施予定です。講師は横浜国大の硬式野球部

員で、対象は相模原市少年野球協会所属のチーム

の 3，4年生の児童約 150人および指導者です。 

つまり、この 3，4年生は次回の「相模原中ロー

タリークラブ旗争奪少年野球ジュニア大会」の出

場対象となり、当クラブでは来年の大会に向けて、

より良いプレーができるよう準備の機会を提供

し、子供達を応援するわけです。私にも子供がい

ますが、大会で活躍したり、チームで喜んだり、

悔しい思いをするなどの場面が将来の人生に影

響していくと思うと、当クラブはとても素晴らし

い機会を提供していると感じます。 

     先日のジュニア大会の協賛と支援は、15年前か 

ら継続され、当クラブで恒例の奉仕活動となって 

 

 

 

おり、その活動のおかげで河野会員が入会したと 

いうことは、ロータリーと地域が最高の形で関わ 

っているという結果だと思います。 

私はこの奉仕活動を今年度限りではなく、教室 

と大会をセットで毎年支援し続け、50周年の時に 

子供達の記憶に残るような名選手をお招きできる 

ような活動になり、相模原中ＲＣといえば、この 

奉仕活動という当クラブの代表的な活動になって 

ほしいと思っています。今年の「相模原中ロータ 

リークラブ少年野球教室」の奉仕活動を通じ、ク 

ラブと子供達の将来に奉仕したいと考えています。 

 

 

●小崎会長、大井幹事 

①朝から激しい雨でしたが、足元は大丈夫でしたで 

  しょうか。今年度の卓話のトップバッターは豊岡会 

 員です。よろしくお願い致します。 

➁昨晩の増強委員会、ご苦労様でした。 

●田後 隆二会員 

①先週の入会記念日祝をいただきました。ありがとう 

  ございます。 

➁豊岡さん、卓話楽しみです。 

●冣住 悦子会員 

  豊岡さん、卓話よろしくお願いします。 

●諸隈 武会員 

豊岡会員、本日は今年度最初の卓話、宜しくお願 

いします。 

●小野 孝会員 

  豊岡さん、卓話楽しみにしています。 

●竹田 繁会員 

豊岡会員の卓話、楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

  本年一番バッターの卓話、豊岡会員よろしくお願 

  いします。 

●横溝 志華会員 

  豊岡会員、卓話よろしくお願い致します。 

●中里 和男会員 

  豊岡さん、卓話楽しみです。 

●丸子 勝基会員 

  豊岡会員の卓話、楽しみです。 

●河野 崇会員 

  本日、卓話の豊岡さん、宜しくお願い致します。 

 

会長の時間 



  

 

 

          

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①米山奨学セミナー＆クラブカウンセラー研修 

会のご案内 

     日時：8 月 21 日（日）14 時～17 時 場所： 

藤沢商工会議所ミナパーク 出席対象者：カ 

ウンセラー、クラブ米山委員長 登録締切： 

8 月 12 日 

②米山月間卓話（１０月）依頼について 

     10 月の米山月間を中心に、一年を通じて卓話 

依頼を受付けします。卓話予定者がある場合 

は、お名前をお知らせ下さい。卓話を希望し 

ないクラブはクラブ独自のプログラムをご記 

入下さい。締切日：8 月 31 日 

③新会員の集い開催のご案内 

今年度は２回の開催を考えております。懇親会 

の中では名刺交換の時間も設けております。多 

くの新会員のご参加をお待ちしております。 

日時：9 月 27 日（火）18:00～20:30 場所：藤 

沢商工会議所ミナパーク 参加費 5,000 円  

対象者：2020 年 7 月以降入会の会員 登録締切 

8 月 31 日 

 

※次週８月２日例会は夜間例会「地区研修協議会 

 打上げ・懇親会」となります。18：30 点鐘・ 

例会 18:50 頃～懇親会 「敦煌」にて 

      

 

     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（定款第7条1節により） 

 

 

  ●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ８０才を迎え、２年程前まで仕事をしていた頃は９０ 

％は頭の中は仕事だったように思います。仕事を辞め 

ると自分や家族のことが中心になります。先々のことも 

考え、相続でも揉めないようにと自筆遺書を作成して 

法務局で手続きしてきました。また高校２年の孫が、 

イギリスに短期留学に行きました。若い人はどんどん 

外の世界で、人生を楽しんでもらいたいと思います。 

 昨晩、増強メンバーで集まりましたが、私は産業創 

造センターの会社へ小崎さんや藤本さんとも話し 

合って戦略を考えています。（概要にて掲載） 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  「それでこそロータリー」 

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 （Zoom１名）１９名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/12) 

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/

