
1 

湯河原ロータリークラブ 

湯河原ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 1名 会員 24名 

欠席 1(免除者 0名) 出席率 95.83％ 

前回の修正出席率 91.30％ 前々回の修正出席率 100.0％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 渡辺 久恭  

幹 事 石田 浩二 

第 ２５０３回 例会 
平成２５年８月２３日（金） 
天候 曇り 
合唱 奉仕の理想 

四つのテスト 

ニューヨークヤンキースのイチローが日米通算４００
０本安打を達成したことは皆さんもご存じの事だと思
います。インタビューのなかで、自分の為にこのヤン
キーススタジアムがプレーを止めて祝福してくれた事
に対して涙を流しながら感動していました。自分もも
らい泣きをしてしまいました。話の中にこれからも失
敗を重ねていって、たまにうまくいってという繰り返
しだと思うと言っていました、その言葉に共感を覚え
ました。私事ですが、先週末に行われた女子プロゴル
フトーナメントのＮＥＣ軽井沢７２ゴルフトーナメン
トで渡邉彩香プロが初日、５アンダーで２位につけて、
２日目、最終組でまわり土曜日のテレビ中継はあまり
無いのですが今回は中継があり、スコア－はあまり延
びなかったにも関わらず、その日のダイジェストがあ
ったり、かなり映してもらっていました。最終的には
７アンダーで１７位でした。近いうちに優勝できると
信じています。彩香ちゃんとは、函南ゴルフクラブで
プロになる前から時々一緒にプレーをしていました
が、自分も飛距離ではまあまあだと思っているのです
が、スコア－では敵わないのはしょうがないのですが、
飛距離でも負けてしまうので、非常に悲しかったです。
今日は大箱根カントリークラブでＣＡＴレディースの
初日に出場しています。今、途中経過で南足柄市出身
の辻梨恵プロが５アンダーでトップです。梨恵ちゃん
とも函南でプレーしたことがあります。また、ゴルフ
ですいません、湯河原町吉浜在住の林 菜の子という
高校１年の女の子が居るのですが、この子も函南ゴル
フクラブで時々プレーをするのですが、ゴルフ場に頼
んで８月から時々、仕事を手伝いながら、練習をさせ
てもらう事になりました。その矢先８月１６日に埼玉
で行われた予選会において、２アンダーで優勝して１
１月２１日から愛媛県の松山で行われる大王製紙エリ
エールレディースオープンに出場出来ることに成りま
した。皆様応援、宜しく、お願い致します。 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

ガバナーより 
1． 2013年 第 2780地区 地区大会 
 10月 26日(土)  

会長･幹事会  12:30～14:45 
  地区指導者育成ｾﾐﾅｰ 14:45～17: 50 
  会場:藤沢産業センター 
  RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 18:30～20:50 
  会場:グランドホテル湘南 
 10月 27日(日) 

本会議   12:30～17:45 
  会場:藤沢市民会館大ホール 
  大懇親会  18:00～19:50 
  会場：藤沢市民会館展示集会ホール 
  回答期限:9月 13日(金) 
2.地区大会記念親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内 
 日時：10月 21日(月)8時 30分ｽﾀｰﾄ 
場所：湘南カンツリークラブ 

 プレー費：21,000円(税込)  
参加費：５千円(懇親会と表彰式) 

 締切：9月 27日(金) 
3.奉仕プロジェクトセミナー 
 日時：9月 14日(土)14:00～16:00 
 場所：藤沢産業センター8階「情報ラウンジ」 
 出席者：会長･会長ｴﾚｸﾄ･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 
回答期限:9月 6日(金) 

米山梅吉記念館より 
1．秋季例祭のお知らせ 
 日時：9月 14日(土)14：00～ 
場所：米山梅吉記念館ホール 
回答期限:9月 13日(金) 

湯河原町商工会青年部より 
1．「冬ほたる in万葉～第９章～」広告掲載のお願い 
 掲載費用：20,000円 申込締切：8月 30日(金) 
かながわ避難者支援ネットより 

1．９月１４日(土)「第３回ふるさとコミュニティ in 
かながわ」へのご賛同及びご協賛のお願いについて 

 １口：1,000円   募集期限 9月 30日(土) 
報告事項 
 なし 

ビジター 小田原城北ＲＣ 小嶋章司様 
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小田原城北ＲＣ 小嶋章司様 

私のつたない卓話ですがよろしくお願い致します。 

高知尾朝行君 

８/４～２１納涼縁日無事終了しました、協会を 

代表して。 

高橋延幸君 

三原のやっさまつり行ってきました。 

西山敦君 

８/１～２五所神社例大祭無事終了致しました。 

西山敦君 

８/９～１１伊勢神宮お白石持行事に奉仕して 

きました。 

７･８月のお盆につき山本・佐藤会員を除き全員で 

スマイル 

終戦記念日につき全員でスマイル 

スマイルＢＯＸ 

卓 話 
神谷一博君 

 会員増強について  

代講 地区会員増強・退会防止委員会委員  

小田原城北 RC 小嶋章司様 

今日は会員増強についての地区からのお願いをはじ

めに話させて頂き後は私のロータリーの経験の中で

の会員増強について話させて戴きたいと思います。7

月 24 日地区の会員増強セミナーがありました。講

評で森パスト・ガバナーがクラブ会長の出席してい

ないクラブが 20 以上あり非常に残念だと言ってい

ましたが、地区としても出席義務者をはっきり明記

した方が良いと思いました。まず、最初につい先日

昨年度の 2780 地区の会員は純増 38 人合計 2222 人

と決定しましたことをご報告申し上げます。さて、

今年度相澤ガバナーは純増 1 割の目標をたてまし

た。東ケ崎さん・向笠さんに続いて日本で 3 人目の

RI 会長田中作次さんを送り出した昨年度 13 万人い

た日本のロータリアンが 8 万人を割り込み田中 RI

会長は作次大作戦をを始め増強に相当力をそそいだ

のですが目標の 10 万人にはほど遠い結果になって

しまいまして。しかし、下げ止まりになったのは事

実です。詳しくは「ロータリーの友」8 月号にのっ

ています。純増 1 割と言っても大変なことだと思い

ます。しかし、相澤ガバナーは是非お願いしたいと

いっております。方針として 

○ 会員増強委員会として会員増強のツールの作成 

も必要な取り組み 

○ 増強と例会出席を結びつける。例会に出席すれば 

楽しくなる。楽しくなれば自然にクラブ会員に 

増強意識が芽生える。 

○ 女性会員にロータリーの魅力を語ってもらう。 

創立時に思いをおこしましょう。 

○会員減少の打破は行動以外に解決する道はあり 

ません。 

7 月 14 日の地区増強セミナーの話をします。 

パネルディスカッション「私たちはこうして仲間を

増やしました」 

1 組 座間 RC 創立時の会員数 25 名前後の会員数を

減少させてしまいました。一旦、減少すると、元に

戻せません。なかなか戻りません。長い時間がかか

りました。増強しては・退会・退会されては、増強

の繰り返し。悔しさの中から、血のにじむ努力で、

悲願が実りました．25 人を通り越して 30 人になり

ました。もう減らせません。会員間の一致協力で会

員が増えました。 

2 組 茅ヶ崎 RC 地区の会員平均は 34 人です。まだ

全国的に会員は減少傾向にあります。しかし、当ク

ラブは燃えました。茅ヶ崎 RC の熱意と、ど根性、

31 人から３７人へ増強しました。 

3 組 相原グリーン RC ゾーンの平均会員数は 43 人

です。創立新しいクラブなのに頑張っている。地区

内の会員数順位 9 位・短期増強順位 1 位・ゾーン平

均 43 人に 46 人増強で答えました。今、相模原の増

強号という機関車です。今年の一番星クラブです。 

4 組 かながわ湘南 RC パネラー女性会員 

かながわ女性会員の活動が今すごい・会員数 28 人中

男子14人女子14人と男女半々の話題のクラブです。

女性の明るさなどでクラブの雰囲気はやさしく、明

るく、吹く風もあたたかい南風です。 

地区には増強月間の卓話のマニュアルがあるので、

紹介します。 会員増強に必要な３つの条件 

条件① 会員増強が継続されている風土・雰囲気が 

クラブに醸成されている事 *ある情勢を 

かもしだす事 

条件② 会員増強に向けた、不退転の決意をもった 

クラブ会長が存在する事 *移り変わって 

前より悪くならないよう 

条件③ 会員増強に向け、クラブ横断的施策が 

検討・実践されている事 *現実の出来事に 

ついて立てる計画 

全国増強セミナーで菅谷浩三さん(1952 東大卒)裁判

官・弁護士は次のように述べています。 

会員増強とは高格な会員を増加させクラブの活力を

強化することである。私どもは、私どもの活動の成

果を社会に提供して行く責務を負っていることの自

覚の上に立って、その責務を実現するためにﾛｰﾀﾘｰｸ

ﾗﾌﾞに入会しﾛｰﾀﾘｱﾝとして活動を続けているもので

ある。入会を勧誘されなかったのはﾎﾟｰﾙハリス一人

である。新しい会員を推薦する事はﾛｰﾀﾘｱﾝとしての

最大の特典であると同時に基本的な責務と言わねば

ならない。会員増強委員の活発な活動が期待されて

いるのは当然であるが、会員一人一人も委員会に任

せず絶えず適格な会員の発見と増強に心がけること

です。私は、増強の最大はクラブ会長が常に増強を

口に出すことが結果を残すものだと考えます。 


