
第２０４０回　例会　２０１７.１.１６（月）晴れ

司会　　　青木副幹事
合唱　　　我らの生業

非常に寒い日が続いています。今、日本列島にはこの冬

一番の寒気が来ており、青森・山形では２ｍ以上雪が積

もっているそうです。あちらの大工さんはどうやって仕

事をしているのでしょうか。神奈川県で仕事をさせてい

ただいていることに感謝です。さて、昨日大曲では｢ど

んど焼き｣がありました。最近はお子さんも含めてたく

さんの人が大曲神社に来てくださるようになり、以前よ

りも盛大に行われています。これは、自治会で回覧を回

したり、神社の役員の方がお酒を振る舞ったり、子ども

たちにお菓子を用意したりということを毎年続けてくだ

さっているおかげです。前日には大曲地域集会所でお団

子作り教室も行われました。このようにどんど焼きだけ

に限らず大曲の御神輿やお祭りなどに新しい家の人たち

も積極的に参加してくれるようになり、いいコミュニテ

ィ作りができていると感じました。｢どんど焼き｣は秋田

から九州までの地域で１/１４か１５に行われる行事だ

そうです。旧暦ではその年の最初の満月にあたる１/１

５が｢正月｣でした。１/１を｢大正月(おおしょうがつ)｣、

１/１５を｢小正月(こしょうがつ)｣と呼んだそうです。｢

どんど焼き｣は小正月に行われる火のお祭りで、お正月

飾りや注連縄・書初めなどを燃やし高く昇っていく煙に

乗って正月の神様がお帰りになるとされています。この

火に当たると若返るとか、その火で焼いた団子を食べる

と一年風邪をひかない・病気をしない、習字の腕前が上

がると言われています。このような行事を盛んにして地

域のコミュニティ作りに役立てばいいなと思います。次

に、ロータリーの次年度地区委員出向について。今年は、

内野さん、磯川さん、椎野さん、三澤さんに出ていただ

いていますが、次年度は、地区財団補助金管理委員会委

会長報告

誕生祝　１１月：山本会員、

　　　　１２月：山本一美様(代理:山本会員)、

　　　　１月：磯川会員、清水会員
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員長に内野さん、地区会員増強維持委員会副委員長に三

澤さん、地区公共イメージ委員会委員として私が出向す

ることが決まっております。委員長として出向する内野

さんは時間的にも肉体的にも大変だと思いますが、クラ

ブをあげてサポートしていくことが理事会でも決まって

おります。皆様のご協力もよろしくお願いいたします。

米山記念奨学会より米山功労者に感謝状贈呈

第１回米山功労者(累計１０万円以上):青木会員･中村

会長･三澤幹事、第２回米山功労者(累計２０万円以上):

石塚会員、第４回米山功労者(累計４０万円以上):村田

会員(欠席)、第６回米山功労者(累計６０万円以上):鈴

木会員

会 員 数 出席計算会員数 出席会員数 暫定出席率 前々回修正出席率

３０名 ２５名 ２２名 １００．００％８８．００％

本日欠席者 入澤君、松島君、村松君



になります。表向きは元気ですが身体が言うことを聞き

ません。でも、これからますます楽しみたいと思います。

◎清水会員

１）誕生祝ありがとうございます。後期高齢者となりま

したが身体に気を付けて頑張ります。

２）下里さん、写真ありがとうございます。

◎山本会員

昨年ではありますが、１１月、１２月と私と妻の誕生日

を迎えさせていただきました。お祝ありがとうございま

す。

◎椎谷会員

１）鈴木郁男会員、先日のホールインワン祝賀パーティ

では大変ご馳走になりました。

２）下里会員、クリスマスの写真ありがとうございます。

◎青木、秋本、石腰、石塚、、井上(晋)、井上(稔)会員、

　内野、金子、菊地、椎野、下里、鈴木、高波、豊田、

　二ノ宮、三留、各会員

幹事報告

 例会変更

大和中、藤沢南、茅ヶ崎、各ＲＣより

 週報受理

台北士林ＲＣより

 その他　

◎ガバナー事務所

　～アトランタ国際大会日本人親善朝食会開催案内｛６

　　/１１(日)　於:ハイアットリージェンシーアトラン

　　タ｝

　～次年度地区便覧作成のためのアンケート

　～２０１７年１/１付の会員数報告依頼（報告済）

　～下半期地区人頭分担金送金依頼｛地区資金本会計･

　　事業費会計：１２,０００円/人｝

◎米山記念奨学会

　～２０１６年度下期普通寄付金のお願い（２,５００

　　円×３０名＝７５,０００円を１月中に送金予定）

　～特別寄付金明細書

　～特別寄付米山功労クラブ感謝状｛第２８回米山功労

　　クラブ｝(すべての特別寄付金の累計額が１００万

　　円を超えるごとに表彰：累計額２,８００万円達成)

◎寒川町

　～第６７回観桜駅伝競走大会開催に伴う後援及び下付

　　のお願い｛４/９(日)開会式７:４５　於:さむかわ

　　中央公園｝

◎寒川神社

　～紀元祭･祈年祭斎行の案内｛紀元祭:２/１１(土･祝)

　　１０:００～　祈年祭:２/１７(金)１０:００～｝

◎ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト

　～卓話申込みのお願い

 回　覧

〇タウンニュース２０１７年元旦号、１/１３号　〇さ

むかわ国際交流協会よりＳＩＥＡニュース№１１０、

１１１　〇寒川美術協会より美協だより増刊号　〇ハイ

ライトよねやま２０２

同好会報告

ゴルフ同好会　椎谷会長

今回覧していますが、２/１５(水)第２２５回寒川ＲＣ

ゴルフコンペをシーサイドで行います。イン９時スター

トです。皆様のご参加をよろしくお願いします。

クラブフォーラム

第一クラブ委員会　金子会長エレクト

毎回例会で時間をいただいておりま

すが、なかなか結果に結びついてお

りません。今年は難しいという方も

含めて１６名の候補者のお名前が上

がっていますが、進展はありました

でしょうか。

◇Ｍ(マツイアキ)さん、３０代、女

性。２年後とのことですが、三澤さんに引き続き声掛け

をお願いします。

◇Ａさん、どなたか声掛けしていただきましたか？ 

◇Ｙさん、中村会長と山本会員とで再度アタックしたい

と思います。

◇Ｍさん、話は聞いてくれるが状況は厳しい。

◇Ｆさん、Ｋさん、Ｋさん、村松会員にもう一度アタッ

クしていただきます。

◇Ｋさん、山本会員に申込書をお渡しします。よろしく

お願いします。

◇Ｓさん、内野さんと当たりましたが、遠方の仕事の区

切りがついたらとのこと。申込書を届けておきます。

◇Ｍさん、井上稔会員、申込書をお渡ししますのでよろ

しくお願いします。

◇Ｏさん、来年が特に忙しいのでもう少し待って欲しい

と言われた。三澤会員から申込書は渡してある。卓話を

やらせて欲しいと言われているので、その機会にアタッ

クする

◇Ｏさん、｢ロータリーはちょっと･･･｣と逃げられた。

ゴルフが好きなので、２/１５のコンペに声をかけてみ

てはどうか。

◇Ｎさん、お父さんがいるので無理と言われた。

◇ＪＡは難しい。

２０４０回スマイルボックス 合計　２７,０００円

◎中村会長・三澤幹事

とても寒い日が続きますが、皆様インフルエンザやノロ

ウィルスに注意してくださいね。猛威をふるっているそ

うです。免疫力ＵＰで、元気に寒さの最中を乗り切りま

しょう！

◎磯川会員

誕生祝をありがとうございます。この１月２３日で古希



◇寒川郵便局長、予算がないので無理と言われた。

◇Ｎさん、申込書など一式置いてきた。ゴルフの大好き

な方です。２回目の調整がつかずそのままになっている

ので、再度アタックします。

◇Ｓさん、青木会員と井上会員がアタックしている。

◇ハマユウ会でゴルフを一緒に回った方、松島支店長に

一緒に行っていただきたい。

◇Ｓさん、鈴木さんのゴルフでも話をした。そろそろ…

と思っている。

今日は申込書一式を担当者にお渡ししますので、２/６

の例会までにアクションを起こしていただき、報告をい

ただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたしま

す。

規定審議会決議について　

次年度のプログラムに関する資料をお配りしました。規

定審議会決議を反映させず今まで通りに計画を立てた場

合１１月・４月・５月・６月が月４回の例会となります。

もう一つの資料は月３回と決めた場合のプログラムです。

つまり、月３回とするには年間４回の例会を取止めれば

できることになります。それほどストレスなく実行でき

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

◇次年度の月３回のプログラムをいきなり出さないで、

まず、今まで通りで継続するのか月３回と決めるのかを、

先に皆さんに諮らないとおかしい。

◇前回のフォーラムで、ある程度のたたき台となるプロ

グラムを提示してご意見をいただくことになっていたは

ず。月３回で計画するとこういう風になるという｢案｣を

提示したもの。

◇周りのクラブが実施しているから寒川もそれに従って

実施しなければならないというものではないはず。

◇月３回と決めたとしても現行のままのプログラムと４

回しか変わらないということをお示しした。

◇４回しか変わらないなら、なおさら現行のままで行っ

た方がいい。

◇一度手を抜いたらどんどんゆるい方向へ流れてしまう。

◇４回減らすと金額はいくら変わるのか。

◇年会費の金額でいったらほとんど変わらない。１万円

/人くらい。

◇以前、金曜日の昼間から月曜日の夜に変えた段階で祝

日の振替休日が多くなったため、きちんと毎週例会を行

っている他のクラブよりも寒川の例会回数は少ない。

◇他のクラブや地区の意見はどうなのか。

◇第４Ｇの他クラブは今のところバラバラ。地区で統一

しようということはない。

◇話を進めるためには３回にするか４回にするか、今多

数決を採った方が早い。

◇２回にするというクラブはあるのか。今現在でも月２

回しか行っていないクラブはある。

◇今回の｢案｣は決定事項ではない。そろそろ次年度のプ

ログラムを決めなければならない時期に来ているところ

で、前回のフォーラムでは２回という意見も今まで通り

でいいという意見も出ていたことを踏まえ、折衷案とし

て月３回を考えてみた。今まで通りのプログラムで行く

と月４回の例会は年に４回であり、その４回を取止める

だけで月３回のプログラムが組めますという｢資料｣を提

示させていただいた。寒川ＲＣとして細則に｢例会は月

３回以上｣の一文を加えるだけでいろいろな条件をクリ

アすることができる。

◇会員がなかなか集まらない状況を考えると、例会回数

を減らした方がいいと思う。ここにいる人はそういうも

のだと納得して入会しているから感じないかもしれない

が、｢毎週必ず例会に出席しなければならない｣と言われ

るより｢月３回例会を行っています｣と言われた方が若い

人は特に入会しやすい。併せて会費も２０万円を切れる

とさらに入会しやすくなる。

◇例会回数を減らしたからといって必ず入会者が増える

とも言い切れないが。

◇年会費２０万円を切るためには例会回数は月２回にし

ないと難しいし、例会以外の集まり(親睦例会など)は受

益者負担で行うようにすることも、今の人数では必要。

◇現在３０名の会員がいるが、臼井さんからは２月で退

会したいと言われている。その他にも体調があまり良く

ない会員もいるので、何もしなければ確実に会員は減っ

ていく。

◇ただ、我々はロータリークラブであってライオンズク

ラブではないという思いもある。

◇エレクトの立場から言わせていただくと、次年度は月

３回は例会で皆さんと顔を合わせるプログラムにしたい

と考えている。

◇会員全員にアンケートを取って３回にしたほうがいい

という会員が多ければ３回にすればいい。とにかく全員

の意見を聞くべき。

◇アンケートでは例会の回数だけでなく会費の値下げに

ついてや出席についても一緒に回答をもらったらどうか。

◇現状の会員数で会費を下げるのは、例会数を年４回減

らすくらいでは無理。

◇次年度が会員数２５名で始まるとすると、会費を下げ

るどころか多少値上げするようになるかもしれない。

◇アンケートでは例会を減らすかどうかだけでなく、出

席報告はしなくていいとかメイクアップは期限をなくし

てもいいとかについても全員から回答をもらってくださ

い。規約や細則を緩くするとどんどん会員はズルくなっ

て、クラブは滅亡への道を辿ることになる。

◇日本はどのクラブも同じような細則のもとに活動して

いるが、海外では国ごと・地区ごと・クラブごとにやり

方が異なり統一した基準を作ることができない状況。そ

れをまとめるために今回の規定審議会で｢例外規定を設



けることもできる｣とした。日本は日本の、寒川は寒川

のやり方を考えていきましょうということ。じっくり時

間をかけてこれからの方向を見極めていけばいい。

◇地区はどう考えているのか。

◇地区は皆さんの考え方を受けて動くもの。ＲＩからの

連絡を各クラブに流すだけの存在。寒川は寒川流の細則

を考えればいい。

◇例会の食事を手弁当にして会費を下げるというやり方

もある。お金をかけないでやろうと思えばいくらでも方

法はあるはず。

◇その辺も含めてゆっくりみんなで話し合うべき。

◇年会費を抑えても特別会費という形で結局集金するよ

うになる。出ていく部分をどんどん削っていかなければ

年会費を下げることは難しい。

◇協賛金や賛助会費などを下げたいと提案しても､｢今ま

でこの金額を出していたのだから･･･｣と言われてしまう。

◇自分が会長の時は減らしたくないという気持ちもわか

るが、収入が決まってくればその金額で支出を決めるし

かない。

◇規定審議会で変わったことを皆さんによく理解してい

ただいたうえでアンケートを取り総意をお聞きしたいと

思います。何しろ会員増強ができれば解決する問題がた

くさんあるのでご協力をお願いします。

◇一声かけてもらえれば入会候補者にアポイントを取る

つもりでいるが、ちっとも声がかからないという話を聞

いた。担当委員会がもう少し積極的に動いた方がいいの

では？

◇会員増強は現会員全員で動くものでは？

◇自分たちの年代で会員増強してもすぐＯＢになってし

まうような人しか勧誘できない。若い人が若い人を連れ

てきてくれなければ増強にならない。

◇新しいメンバーだけでは誘えない。ロータリーの話が

できない。

◇入会させたい人がいたらロータリーをよく知る人を連

れて一緒に行けばいい。

◇自分が入会した時のことを考えてみたら分かるとおり、

自分と同じ年代の人が勧誘に来れば入会するでしょう？

◇自分の場合、ロータリーについて聞かれてもうまく答

えられる自信がない。

◇説明を聞いてロータリーに入る人はほとんどいない。

この人がいるから入会するというような人間関係で入会

する。入ってから説明を受けても十分間に合う。

◇新しいメンバーを増やすことは寒川ＲＣ全体で動かな

いとダメなのでは？

◇おやじ同士が同級生なのに息子に入れと言っても｢お

宅の息子さんが入るなら私も入会する｣と言われる。同

年代でなければ誘えない。若い年代が入らないとクラブ

の戦力にならない。応援ならいつでも一緒に行く。

◇タイミングが合えばゴルフに誘って、そのまま入会申

込書を書いてもらったらどうか。

◇では、次回アンケートで皆さんのご意見を聞くという

ことにし、フォーラムは今回限りとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。




