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第 1189回例会
基本的な道徳観を言い、元はフランスの諺で「貴族た

8／15 は終戦記念日です。諸説ありますが、日本で るもの、身分に相応しい振る舞いをしなければならぬ」
は、天皇陛下が玉音放送で戦争終結宣言をした日を言 という意味です。その様な教育を受けた人達でも、天
います。1945 年ですから、未だ 73 年しか経っていま 皇陛下のために死ぬとか、母親のために死ぬとかでは
せん。これは日本人として、重く受け止めなければい なく、死の恐怖に怯えながら国のために死んで行った
けないことだと思います。若い世代には、
“遠い昔の事” のだと思います。戦争はそう言うものだと改めて認識
だと思いますが、私が生まれる 2 年前までは戦争をし しました。先月から TV ドラマ「この世界の片隅に」
ていたのです。その私でも、戦争がどういうものか知 が放送されていますが、元はアニメで映画化もされて
らずに育ってきました。相模女子大は、昔の陸軍通信 います。戦時中の広島が舞台の作品に触れ、戦争の恐
学校でしたから、高射砲で B29 を撃っていたそうです。 ろしさを、少しは理解できるのではないかと思います。
私が小学生の頃は、相模女子大の中に防空壕が幾つか 2013 年公開の映画「終戦のエンペラー」も DVD にな
残っていて、薬莢や銃弾を拾いに行ったものです。戦 っていますのでお勧めです。私もロータリアンとして
争に関わる思い出はその程度で、日本の戦後復興は非 世界平和を願う気持ちを強くしました。
常に早かったと思います。広島・長崎に原子爆弾が落
とされ、今も尚、孫の代にも健康上の問題が出ていま ・地区大会の案内 登録及び各種報告期限：8／31（金）
す。戦争に駆り出される時は、召集令状（赤紙）が来

10／13（土）

会場：鎌倉パークホテル

ました。断ることも出来たのですが、非国民と言われ

会長幹事会／指導者育成セミナー

親類縁者から村八分にされます。召集令状は、
「おめで

RI 会長代理歓迎晩餐会

とうございます。」の言葉と共に夜に持って来ることが
多かったそうです。先日、TV で学徒動員についてのド

10／14（日）

会場：茅ヶ崎市民文化会館

新世代交流会／本会議／大懇親会

キュメント番組がありました。終戦の 1 年前、大学生 ・会長幹事会の案内

8／21（火）18：30 「いずみ」

に赤紙が来て、特攻隊要員として集められ、1 年間で約 ・橋本 RC 原さんから、多額のスマイルを頂きました。
4,000 人の若者が死んだと言われています。特攻隊は片 ≪理事会報告≫
道の燃料しか積まず、爆弾を抱えて敵に突っ込むので ・「ひばりの夢コンサート」おとのわ謝礼の件
す。“九死に一生”と言いますが、特攻隊は“十死に 0

1 人 5,000 円×6 名とする。

生”でした。番組内で、特攻隊の生き残りの人が取り ・9 月プログラムに変更あり、HP でご確認下さい。
上げられていましたが、彼らは逃げたのではなく、機 週報受領

相模原グリーン

体の故障で助かった人達で、今は 95 歳位です。多くの 例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

仲間を亡くし、重いものを抱えて生きて来た方々が、

8／9（木）相模原※

人生の終わりに近づき戦争体験を話してくれ、とても

8／10（金）相模原グリーン※

感動しました。戦争は遠くの事というイメージがあり

8／13（月）相模原東※

相模原柴胡※

ますが、たった 73 年です。フランス語で、ノブレス･

8／14（火）相模原中※

大和

オブリージュ（noblesse oblige）という言葉がありま

8／15（水）相模原西

すが、身分の高い者は、それに応じて果たさねばなら

8／16（木）相模原※

ぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における

8／17（金）津久井※

津久井中央 相模原ニューシティ
大和田園

ビジター＆ゲスト

笠井透

会員委員長

杉崎信一 様（地区会員増強･
維持委員／相模原南 RC） 前年度は会長として 1 年間「増強」を言い続けました。
川合靖一 様（地区会員増強･
維持委員／相模原 RC） 田所会員から数名のリストを提出して頂きましたが、
接触できたのは 1 人だけで、実際には余り動けずに申
地区会員増強･会員維持委員会委員
杉崎 信一

し訳なく思っています。今年度は委員長として、毎月

様／川合 靖一

様 1 回は声掛けをして行きたいと思います。少人数故に

会員増強･
会員維持活動

“和気藹々”も良い点ではありますが、平均年齢も上

をする上で、前提を整理す

がり、クラブの将来性を考えると、悠長に構えても居

る事から始めます。① 成

られません。9 月第一例会までに、各自 1 名以上の

果･結果が偶発的に上がる 候補者リストを提出して下さい。2～3 人体制で積極的
事は無く、必ず原因が存在 に動くしかないと思っています。会費の減免措置もあ
します。② 即効性の高い手法も無く、工夫や改善を継 りますので、幅広く当たって行きましょう。
続する事が重要です。③ 工夫や改善に正解は無く、ク
ラブの実情に見合った活動を模索する事が重要です。
動を継続的に行う事がクラブ運営の両輪です。クラブ

メジャードナー／マルチプル P･H･F（8 回）
田所 啓二 会員

⇓

その為には、魅力あるクラブ創りと、会員増強･維持活

ロータリー財団表彰
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の伝統とアイデンティティーの確立、やりたいことの
実現を目指すために、操舵輪として、独自手法による
増強維持活動と凡事徹底を行い、駆動輪として魅力あ

ご
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るクラブ創りをします。凡事徹底の手順として、①入
会予定者リスト作成 ②入会予定者リスト共有 ③入会

向性や仲間の必要性を示さなければなりません。接触
する前に準備する事として、①他団体との違い、クラ
ブの魅力や特徴が明確か、他クラブとの違い等を整理
しておきます。②入会予定者への期待事項や効果的な
接触方法を検討します。③入会予定者への接触交渉に
向け、想定される阻害要因の解除方法を準備しておき
ます。会員増強活動の凡事徹底をすれば、新たな課題
も見つかり、クラブ独自の手法も見えてきます。例え
ば、①広範囲に会員候補の発掘→WEB サイトや SNS
の活用、タウン誌広告掲載。②効率的な会員候補の発
掘→奉仕活動の協力者の組織化、候補者への定期的な
接触。③制度の見直し→例会数、入会金、年会費等。
④クラブの存在価値向上で入会希望者増→クラブ戦略
計画策定･運営、著名人の会員化。12／4 に「地区会員
増強事例セミナー」を行いますので、それまでに良い
成果を上げて頂き、発表して頂ければと思います。

出 席 報 告

⇑

予定者への接触･面談 ④接触交渉のチェックとスクリ
ーニングを行う事です。これには、クラブの明確な方
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スマイル報告
杉崎信一

今年度累計

様／川合靖一

￥23,500

昨年度は、創立 25 周

様

年おめでとうございます。8 月は会員増強維持月間と
して、地区会員増強・会員維持委員会より卓話に参り
ました。どうぞよろしくお願いいたします。
相模原橋本 RC 原幹朗

様

布野さん、橋本七夕まつ

りにご参加頂き、有難うございました
座間勇

会長

杉崎さん、川合さん、本日はお忙しい

中、有難うございます。会員増強頑張ります。
角尾彰央

会員

杉崎さん、川合さん、本日は有難う

ございます。増強ガンバリます。お二人が移籍して頂
ければ一番早い増強と思いますので、よろしくお願い
します。

今後の予定
8／29（水）➡ 8／25・26「相模大野もんじぇ祭り」
9／5（水）【基本的教育と識字率向上月間に因んで】
9／12（水）相模原西 RC 例会訪問
9／19（水）青少年交換学生帰国報告

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

2名

9名

3名

1名

1名

75.00 ％

7／25 69.23 ％

