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☆歌唱 「我等の生業」       ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1972 年 

☆幹事報告  ☆委員会報告 姉妹クラブ ☆卓話：ゲストスピーカー 小川正人様（地区ロータリー

家族委員・伊勢原ＲＣ）・高木浩一様（地区会員増強・会員維持委員会委員ふじさわ湘南ＲＣ） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2010 年 12 月 9 日（木） 第２４６６回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 23 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

小川正人様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・地区ロータリー家族委員・伊勢原ＲＣ） 

高木浩一様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・地区会員増強・会員維持委員会委員・

ふじさわ湘南ＲＣ） 

劉 艶 明さん（米山奨学生） 

◎幹事報告 

◇米山記念奨学会より 確定申告用領収証（普通寄付金）

送付の件 

◇ＲＯＴＥＸより 青少年交換学生 スポーツ大会の案内 ・

１２/26(日) 13：00～15：00 ・集合場所：平塚駅東口 

◇茅ケ崎商工会議所より 平成２３年新春賀詞交換会案内 

 ・2011 １/７(金) 11：30 ・茅ケ崎市ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ ・会費：

5,000 円 

◇茅ヶ崎市より 平成２３年茅ヶ崎市消防出初式 臨席の依

頼 ・１/９(日) ９：３０ ・茅ヶ崎市役所西側臨時駐車場 

◇野口聡一さんを励まし、宇宙への夢を青少年・市民ととも

に育む会より ’０９会議の書類について（送付） 

◇ガバナー月信  ◇横浜ﾀﾞﾙｸ･ｹｱ･ｾﾝﾀｰのたより｢Ｓｅ

ｒｅｎｉｔｙ」 ◇タウンニュース 
◎例会変更    

☆寒 川  12/20(月) ⇒ １２/１８(土) １７：００点鐘 参

集殿 天平の間 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：14,000 円（ｸﾘｽﾏｽ家族例会） 

        １２/２７(月) 休会（クラブ定款による） 

        2011 １/３(月) 休会（クラブ定款による） ・ 

2011 １/１０(月) 休会（祝日のため） 

☆藤 沢  2011 1/12(水) ⇒ １/１５(土) １７：３０点鐘 

日本料理『松川』本館 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円（新年会） 

☆藤沢東  2011 1/11(火) 18：00 点鐘 藤沢南口マタリ

ビル 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第 13 代会長：三橋常吉 幹事：

小室硬一 会員数：５６名 年間出席率：97.84％ スマイル：

1,169,137 円＜ＲＩ＞ロイ Ｄ.ヒックマン（米国・バーミンガ

ムＲＣ）Let's Takeａ New Look！もう一度 見直そう！＜国

内での出来事＞【社会的出来事】沖縄返還、日中国交正常化（ジ

ャイアントパンダのランラン・カンカンが上野動物園へ）、グ

アム島から横井庄一さん帰還、札幌オリンピックで日の丸飛行

隊金銀銅メダル独占、ミュンヘンオリンピックでパレスチナゲ

リラが選手村襲撃【新商品】カシオミニ（計算機。12,800 円

は当時としては破格的安さ）、オロナインＨ軟膏【流行語】ナ

ウ、バイコロジー、恥ずかしながら【まんが】ドカベン、漂流

教室、同棲時代、ベルサイユのばら【ヒット曲】結婚しようよ、

瀬戸の花嫁、学生街の喫茶店、虹をわたって、ひなげしの花、

喝采、せんせい、男の子女の子 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1972 年～ 

☆藤 沢  2011 1/12(水) ⇒ １/１５(土) １７：３０点鐘 日本

料理『松川』本館 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円（新年会） 

☆藤沢東  2011 1/11(火) 18：00 点鐘 藤沢南口マタリビル 

☆藤沢北西 2011 １/６(木) １８：００点鐘 すし処「さくら」 ﾋﾞ

ｼﾞﾀｰ費：7,000 円（新年夜間例会） 

☆綾 瀬   １２/２１(火) １８：００点鐘 ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾃﾙ海

老名（ｸﾘｽﾏｽ家屋例会） 

        １２/２８(火) 及び 2011 １/４(火) 休会（クラブ定

款による） 

☆平塚南  １２/２４(金) １８：３０点鐘 平塚ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ６Ｆ（家族

親睦ｸﾘｽﾏｽ会）  １２/３１(金) 休会 

☆秦野名水 １２/１６(木) １８：３０点鐘 秦野商工会議所４階

（家族親睦ｸﾘｽﾏｽ会）   １２/２３(木) 休会（祝日のため） 

◎会報着 秦野中・相模原・茅ケ崎湘南 

◎委員会報告 

姉妹クラブ［小林委員長］：訪台日程等の確認 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１２／９ ２４６６ ３５ ３４ ２８ １  ８５．２９％  

１１／２５ ２４６４ ３５ ３４ ２６ ２＋２ ４ ８２．３５％ ８８．２４％ 

 

◎スマイル報告 横山 貢会員 

小川正人様（伊勢原ＲＣ） 初めてお伺い致します。伊

勢原クラブの小川です。地区の家族委員としてお世話に

なります。 
高木浩一様（ふじさわ湘南ＲＣ） ふじさわ湘南ＲＣか

ら参りました。本日はよろしくお願い致します。ちなみ

に私は茅ヶ崎北陵高校を出ました。ご同輩の方はいらっ

しゃいますでしょうか。 
大森久巳男君 ゲストスピーカー伊勢原ＲＣ小川正人

様、ふじさわ湘南ＲＣ高木浩一様、ようこそいらっしゃ

いました。劉艶明様、ようこそ！ 
伊藤留治君 伊勢原ＲＣの小川正人さん、ふじさわ湘南

ＲＣの高木浩一さん、本日はお世話になります。米山奨

学生の劉艶明さん、ようこそ。 
池上 實君 地区小川委員、高木委員、スピーチ楽しみ

です。劉さんようこそ。写真、クリスマスで渡しますね。

名札忘れてきました。つつしんでスマイルを．．． 
小澤耕一君 劉さんようこそ！！杉本さん、新しいロー

タリークラブ定款のコピーを有難うございました。助か

りました。 
平井 茂君 今日は加茂さんの車に便乗して来て、Taxi
代が浮きました。訪台の皆様、お気をつけて。 
河本啓伸君＆横山宏実君 小川様・高木様、本日は卓話

をよろしくお願いします。劉さんようこそ。台湾には皆

さんより少し遅れて行くことになりました。池上先生、

前夜祭での祝辞をよろしくお願い致します。 
粂 仁夫君 小川正人様・高木浩一様、卓話よろしく。

劉艶明さん、いらっしゃい。 
熊澤圓造君 ゲストスピーカーの小川様・高木様、本日

はご苦労様です。 
加茂正司君 ゲストスピーカーの小川様・高木様、卓話

楽しみです。劉さん、笑顔がいつも素敵ですよ。 
出口敬純君 劉さんようこそ！小川さん・高木さん、卓

話楽しみです。 
山本幸一君 小川正人様、高木浩一様ようこそ。卓話よ

ろしくお願いします。いつもニコニコ明るい笑顔の劉さ

ん、こんにちは。勉強頑張ってね。 
下里洋一君 ゲストスピーカーの小川さん・高木さん、

卓話よろしくお願いします。劉さんようこそ。台北訪問

の皆様、いってらっしゃい。 
［本日 15 件、25,000 円でした］ 
 

卓話：会員増強について  

ゲストスピーカー 小川正人様（地区ロータリー家族委員・伊勢原ＲＣ）

高木浩一様（地区会員増強・会員維持委員会委員ふじさわ湘南ＲＣ） 

【小川正人様 卓話概要】 

■家族委員会とは 

青少年交換学生、ＲＯＴＥＸ、財団奨学生・学友、Ｇ

ＳＥメンバー、ライラ受講者、インターアクト・ロータ

ーアクトメンバー、会員の家族、会員事業所の社員、ま

た、自己都合での退会者の事業後継者、その家族及び配

偶者といった人たちをひっくるめてロータリー家族と呼

んでいます。家族委員会というのは、そうした広い意味

での“家族”を指しているものです。 
■退会会員の事業継承者の 30％をＲＣに 

 物故会員に対して、葬儀の際は多くが行きますが、そ

れ以降は法事に対してもあまり関心を示さず、残った家

族は「ロータリーは冷たい」と感じているのではないで

しょうか。それでは子弟や後継者を入れようとは思って

くれません。物故会員の法事に感謝の席を設けたり、ロ

ータリー憲章を贈るなどのアイデアを実現されてはいか

がでしょうか。 
【高木浩一様 卓話概要】 

■他クラブでの会員増強・会員維持活動のアイデア 

①クラブの活動内容を拡大し、地域にクラブの存在をア

ピールする。 
②クラブ会員を４～５グループに分け個々に会員増強の

プランを出してもらい、毎月その成果を発表する。（特に

女性グループを組めるクラブは成果が上がる。） 
③隔週程度に例会で会員増強活動の報告をし、各会員に

協力をあおぐ。 
④「200％例会」という全ての会員が１人ずつ入会の可能

性がある友人・知人を連れてくる例会を開き、ロータリ

ーのＰＲを数入でおこなう。 
⑤クラブ内の問題点・不満をあぶり出し、各会員が自信

を持って推薦できるクラブに改革していく。 
⑥入会３年以内の会員を月に一度集めて懇親会をおこな

う。各スポンサーや会長経験者が同席して疑問点に答え

る。（ＲＣの話に限らなくて良い） 
⑦例えば第６グループで入会３年以内の会員を一同に集

め、勉強会十懇親会をおこなう。 
⑧会費の見直し、例会の簡略化を計る。または会費の中

で米山奨学金、財団寄付、等の支出をまかなう事にする。 
 女性会員を入会させると、男性が思いもつかないよう

な人を会員候補として連れてくることもありますよ。 

■小澤元ＲＩ理事の提言 

①日本独特の年功序列の慣習がないか 
②クラブ内外で安易な踏襲やマンネリズムがないか 
③クラブ内に無責任な妥協がないか 
 これらを打破することこそが会員増強に繋がると、小

澤元ＲＩ理事は提言されています。 

左）小川正人様 

右）高木浩一様 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 


