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●本日の司会        （中野 勝夫副SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

多摩中グループガバナー補佐 石井 義八様 

多摩中グループグループ幹事 相澤 豪様 

 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

9 月 16 日（日）オートコア熊川工場での車椅子整備に

私は参加することが出来ませんでした。本当に申し訳あ

りません。曳地国際奉仕委員長ありがとうございました。

10 月 21 日の整備には必ず出席するようにいたします。 

当クラブは昭島ＲＣを親クラブとして誕生し、来年で

25 周年になります。今年度になってから 3 人の方が入会

されました。会員 50 人を達成するよう頑張りたいと思い

ます。 
 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

くじら祭の際、東京都同胞援護会の双葉園の子供達に

ＳＬの無料券を配布しました。そのお礼がきております。 

10 月 7 日（日）13 時～16 時、昭和の森ガーデンステ

ージにて第 6 回昭和の森音楽祭が開催されます。 

9 月 13 日（木）第 4 回多摩中Ｇ協議会が開催され、会

長と幹事で出席してまいりました。その中で、ガバナー

月信 3 月号に当クラブが掲載されることが決定いたしま

した。また、地区支援金について話があり、昨年度プロ

ジェクトに使われた資金が 2000万円ほど残っているそう

です。それをプロジェクトとして申請し、承認されれば

使うことが出来るそうです。 

9 月 14 日（金）増強委員会の炉辺会議が立川のがんこ

にて開催されました。 

9 月 16 日（日）車椅子整備へ 7 名の会員にご参加をい

ただきました。 

9 月 18 日（火）第 75 回多摩中Ｇ親睦ゴルフ大会が開催

され、4 名の会員にご参加をいただきました。 

同日、東京マリーンＲＣの米山奨学生卓話へ富田地区

米山増進委員に同行をしていただきました。 

同日、第 90 回昭島六団体連絡協議会に幹事が出席いた

しました。 

●クラブ協議会「増強と会員維持」 

 

★司会進行・主旨説明（前澤 外喜男増強委員長） 

私が増強委員長に指名された当

時（4 年前）を振り返ってみますと、

内藤年度は創立 20周年ということ

で、どうしても会員数が足りない

のでお願いしたいと言われたこと

を思い出します。星野創立会長に

相談をして 30 名から 10 名増やし

て、40 名にしようという目標が決

定しました。そして、20 周年記念事業の場で、11 名の方

に登壇していただき、当時の新藤ガバナーにバッジを付

けていただきました。これはサプライズのようなもので、

出席していただいた他クラブの皆さんから大変驚かれま

した。 

 どこのクラブにおいても平成 14年辺りからバブル崩壊

の波にのまれて会員減少の氷河期がやってまいりました。 

当クラブを見てみますと、20 周年の時に、30 名から 42

名になったのですが、3 名退会で 9 名、本田年度は 8 名入

会したのですが、5 名退会で 3 名、山中年度は 4 名入会し

たのですが、4 名退会で 0 名、佐藤年度は 5 名入会したの

ですが 3名退会で 2名の増強となっております。そして、

今年度は 3 名の増強で現在 46 名です。 

これから 50 名体制を目指していくわけですが、候補者

というのは毎年挙がります。しかし、その後色々お話を

して、入会の申し込みをいただくまでには本当に大変で

難しいものです。 

 入会はしていただいても、色々な事情で辞めていかれ

る方が多く、増強と同時に現状維持とうことが課題にな

ってまいります。入会してから約 3 年で楽しいか楽しく

ないか、残るのか辞めるのかを皆さん大体決めるようで

す。そこで、これからの課題について、下田クラブ管理

運営委員長と内藤奉仕プロジェクト委員長にお話を伺い

たいと思います。 

 

★下田 安治クラブ管理運営委員長 

私が思うところは、各クラブそれぞれ特色があり、人

間もそれぞれ生き方が違うのと同じで、相手の気持ちに

なって考えてあげることが大切だと思います。 

入会したばかりですと、顔見知りは当然少ないわけで

す。当クラブは夜例会です。例会で話を聞いたりするだ

けで、そのまま帰ってしまったのでは心が通じ合いませ

ん。もっとお互いが心を打ち解けて話すにはどうしたら

良いのかというと、帰りに一杯どうですかと誘ってみて

一緒に飲んでみると、距離が縮まってその中で和が出来

てくるわけです。ノギ編の「和」から車編の「輪」へと
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繋げていくのはこのようなお付き合いではないかと思い

ます。 

退会防止についてですが、ほんとに企業がおかしくな

って、もう少し立て直してから入りたいと退会を望んだ

場合に、本当の友達ならそこで相手の立場に立って、何

が何でも残れというのではなく、また良くなったら戻っ

てこられるような温かい気持ちで送り出すことも大切だ

と思います。 
 

★内藤 征一奉仕プロジェクト委員長 

ゴルフ部会の立場から見てみますと、当クラブの約半

分の会員がゴルフ部に所属しています。20 名以上おりま

すから、色々な年齢層の方がいらっしゃいます。皆さん

社長さんですから、日取りを決めるのがなかなか大変で

す。なかなか全員が集まるというのは難しく、会費だけ

納めている方には申し訳なく、そのような事が悩みでも

あります。そこでコンペの後、日取りだけは決めてしま

って後は若いメンバーに色々任せるという形をとってい

ます。そのような感じで最近は若いメンバーが先頭に立

って、和気あいあいとやっております。年配のメンバー

は多摩中グループの打ち合わせなどに参加して動いてお

ります。 
 

●ご挨拶（多摩中 Gガバナー補佐 石井 義八様） 

 

 
 

今回こちらにまいりましたのは、クラブ協議会に出席

してこれをガバナーに報告し、10 月 4 日のガバナー訪問

に備えるというのが一つの使命でございます。 

こうやって、参加をしてみますと自分のクラブと色々

違う部分があり、大変感動いたしました。中身について

は 50 名体制を目指しておられるということで、自クラブ

を振り返り、これだけ頑張ってやっておられるのだから

うちも頑張らなければという気持ちになりました。 

皆さんご存じのように日本人で 1 人目の RI 会長は多摩

中の範囲内にある国際基督教大学の創始者であります東

ヶ崎幸夫さんであります。そのことに絡めて今年度は IM

が出来れば良いかなと思っていたのですが、今年度では

なく次年度に開催する予定となっております。 

「Peace trough Service」というのは、今年度 RI 会長田

中作次さんのテーマでございます。ロータリーの究極の

目的は平和であるということから、来年 5 月にロータリ

ー世界平和フォーラム広島が開催されます。若者達がデ

ィスカッションをする場でのようです。また、重ねて 1

人 300 円の出資をお願いしております。 

2750 地区の佐久間ガバナーでございますが、大変頑張

って活動をされております。ガバナーはロータリー活動

に限らず、その中に楽しみを探して下さいと言っておら

れます。私と相澤グループ幹事は、地区とクラブのパイ

プ役として、これからも続けてまいりますので、ご協力

の程よろしくお願いいたします。 
 

●ニコニコ BOX発表  （小島 弘明親睦委員長） 
 

◎柴田会長 

ガバナー補佐石井様、グループ幹事相澤様、ご来訪いた

だきありがとうございます。 
 

○荒川幹事 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事ご来訪ありがとう

ございます。 
 

・小島会員 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事、ご来訪ありがと

うございます。 
 

・佐藤会員 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事、ようこそいらっ

しゃいませ 
 

・下田会員 

石井ガバナー補佐、相澤 G 幹事のご来訪ありがとうござ

います 本日は宜しくお願いします 
 

・中野会員 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事、本日はありがと

うございます。 
 

・西野会員 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事のご来訪に感謝し

て 

・蜂巣会員 

石井ガバナー補佐様、相澤グループ幹事様、ご来訪、あ

りがとうございます。 
 

・山中秀一会員 

石井ガバナー補佐、相澤グループ幹事の御来訪を祝して。

又、昨日の多摩中ゴルフコンペにてベスグロ・7 位ありが

とうございました。 
 
 

●出席報告       （鈴木 栄出席委員長） 
 

会員数  44 名 出席義務会員  42 名 
 

本日の出席 25 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

9 月 26 日（水）米山月間について 
 

米山記念奨学委員会増進委員会 

委員長 前澤 外喜男 委員 富田 すゑ子 

米山奨学生 金太月さん 
 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 


