
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

11月 9日 33(7) 前々回 29 96.67 1 川本 

11月  16日 33(7) 前回 27 90.00 3 川本・丸茂・塚田 

11月  30日 33(7) 本日     

                        http://www.yamato-rc .org/ 

    

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   12月  7日 (火） 12：30 2757 年次総会 

   12月  14日 (火）   振替休会(12月12日分） 

   12月  21日（火） 12：30 2759 第4回クラブ協議会「半期を終えて」 

   12月  12日（日）  2758 クリスマス家族会 

今 

後 

の 

情 

報 

親睦委員会 一言知恵袋 

◆伊藤彦二会員／「腰痛について」腰痛は、今や国民病である。推定でも1000万人。

最近では、子供たちも腰痛。筋肉が弱く血行が悪いと腰痛になりやすい。日頃から運

動をして筋肉をつけ、血行をよくすることで腰痛は防げる。 

◆石髙誠一会員／卵と玉子の使い分けですが、一文字「卵」はうかして育つ生き物の

事を表します。鳥だけでなく、魚や虫のたまごも一文字の「卵」と書きます。二文字

の「玉子」は食用のものを指し、鶏のたまごを表すのが一般的です。更に食材の鶏卵

に限れば、生の状態のものを一文字の「卵」、調理されたものを二文字の「玉子」とするのが一般的で

す。例えば、加熱前のものは「生卵」「卵かけごはん」、加熱されたものは、「玉子焼き」「玉子丼」

といった具合に、分けられることが多いのです。 

◆花岡淳子会員／気持ちが楽になる2つの言葉を紹介致します。①大丈夫（周りに対して）②まっ、い

いか！（自分に対して） 

◆古木通夫会員／神奈川新聞に出ていました。みんなで「神奈川県民歌」を唄いましょう！ 

◆伊藤彦二会員／吉田様、例会に出席していかがですか。良い結果を期待しています。 

◆森川良三会員／本日のスマイルは若干少な目でしたが、まっいいか。 

◆石髙誠一会員／今年の残りも後わずかとなりましたが、色々と忙しくなってきました。皆

さん、体調を崩さないよう様に気を付けましょう。 

◆相原聰会員／宮東さん、このたびは、旭日小綬章の受賞おめでとうございます。これから

もお元気でご活躍期待しております。クドウのお菓子は最高です。 

60周年記念式典委員会 

委員長 武田茂会員／

例会終了後、60周年記

念式典委員会を開催い

たします。 

親睦委員会 委員長 石髙誠

一会員／12/12（日）のクリ

スマス会当日は、親睦委員

は、10時30分集合。受付は11

時からになります。今年度

は、持ち寄りのプレゼントは

ありません。 

12月のSAAは眞鍋藤正会員です。 

皆様よろしくお願い致します。 

SAA 細川 康治会員 
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例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 本田 誠一 幹 事 / 伊藤 健司 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 吉岡 善一 副幹事 / 相原 聰 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」】 

 

 

 

皆さんこんにちは。先ず初めに、先週開催された会長ノミニー指名委員会

において、会長ノミニー予定者及び副幹事予定者が承認されました。 

正式には12月の年次総会の決議事項となりますが、会長ノミニー予定者、

森川良三君と副幹事予定者、細川康治君を紹介させていただきます。（一

同拍手） 

さて、11月12日に第6グループの会長幹事会が海老名の地で開催されま

した。コロナ禍による様々な制約が多かった昨今、（もちろん感染対策は

万全でしたが）久し振りに今までのような対面での会長幹事会でした。討

議内容は主に来年2月のロータリー奉仕デイについてですが、詳細が決まりましたら皆さんに報告をさせ

ていただきます。 

 続いて、本日午前中にコロナ対策の御礼と今後の対策についての説明を兼ねて大木大和市長を訪問し

ました。大和市もワクチン接種を始め様々な施策を展開していますが、市長が面白いことを言っていま

した。それは、団塊の世代（70歳～75歳）のワクチン接種率が高く、その上下の世代では接種率が概ね

5％ほど下がるそうです。これは団塊の世代は「生きることへの執着、所謂、自分の責任を全うする思い

の強さ。」ではないかということです。団塊の世代があと2～3年で社会の一線から退くと日本もダイナ

ミックさに欠ける（普通になる）時代になるのではということでした。 

最後に、人と人が会うということでは11月25日から花巻南RCに表敬訪問に行ってきます。三浦委員長

が中心になり総勢10名近い訪問団となりました。私も会長として、その役目を果たしたいと思います。

本日もどうぞ宜しくお願いします。 

【報告】＜地区より＞ 

・11月は財団月間となります。 

     ＜クラブ＞ 

・来週、11/23（火）は祝日のため休会です。 

［ポスティング］・次第・週報・ガバナー月信・クリスマス会ご案内 

  [回覧]・クリスマス会出欠表 



 

 

 

 

                              

 

 

 

吉田 紹一 様 ご紹介者 

伊藤彦二会員 

会社概要 

BtS Tech株式会社 

神奈川県座間市相模が丘6-1-3 
設立2019年11月1日 

事業開発 電子機器の設計、開発、プログラミング、執筆ほか 

BtS Tech株式会社 

WEBページのQRコード 

大和ロータリークラブ

新会員を増やそう！

2021年10月26日
会員増強委員会

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

2021-2022年度 会員増強目標

■新会員数：10名

■40代以下

■女性

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

本田大和RC会長方針

イーチワン ブリング ワン
一人の会員が1人を増やす

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

（引用：本田会長資料）

会員増強とは

ロータリークラブ 会社

人 会員増強 新規顧客

金 会費 売上

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

会員増強は必要か？

・答えは、YES！

・会員が少ないと…

- 資金と人手が足りなくなり

奉仕活動が低下する

- クラブが存続できなくなる

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

では、何人必要か？

・30人以下
- 活動資金が不足

・40人
- クラブの活動が活発化

・50人以上
- 余裕がでてくる

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

10人を目標とする

（33 + 10 – 3 = 40人）

会員増強委員会 委員長の役割

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

（引用：本田会長資料）

活動方針（８）

８．ロータリークラブとは？

・「ロータリークラブとは？」
・「大和ロータリークラブは何がいいの？」

・一言で答えられる
・全員が、まず同じ答えをする
・その後で、「自分は、～」と続ける

大和ロータリークラブ
会員増強委員会

吉田様この度は例会にお越しいただきありがとうございました。 

大和ロータリークラブ会員一同心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 

本日のクラブフォーラムは、会員増強について復習を行い、 

その後皆さんにアンケートに記入いただき、意見交換を行いました。 
 
■「イーチワン ブリングワン」 
会員増強の目標は、10名とし、できれば40代以下、女性を増強します。

入会後、まだ推薦者ゼロの会員が18名もいますので、ぜひお一人の推薦

をお願いします。 
 
■25年間で、会員数は、約30%減少しています 
ロータリーの場合は、そのまま会費収入が約30%減少となっています。 
ロータリーの会員増強は、会社にあてはめると新規顧客を増やすことと考えてくださ

い。会費を上げても会員が増えるような楽しいクラブにする必要があります。 
 
■全会員が自主的に会員増強する 
会員増強は、会長の主導で、会員増強委員会が仕組みを考えて、全会員が自主的に動

くことが大切です。 
 
■重要なのは、「人」 
職業分類の見直しを行いますが、重要なのは職業ではなく「人」です。 
 
■アンケート後の意見交換 

 
伊藤幹事：職業に貴賤はありません。どんな職業でも自分を高めることができます。 

 
本田会長：職業を問うのではなく、どういう人がロータリアンになってもらいたいか

ということが重要です。 

 
森川会員：入ってよかったところは、尊敬できる方ばかりだと肩が凝るので、そうで

ない人も必要である。 

 
細川会員：例会は楽しいです。他のクラブから来て、尊敬できる方と活動できて楽し

いです。 

 
山田会員：奉仕精神のあふれる方と活動できることがよかったところです。人柄が大

切です。 


