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9月2日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

岡村　繁雄様
テーマ 「歴史小説に学ぶ　
　　　  吉川英治文学賞の作家と作品」

9月9日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

杉浦　裕之瑞穂町長

と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
る彼女の作った素敵なお店、それを切り盛りすること
に毎日プレッシャーを感じていました。借金も抱え、ス
タッフの支払いもあり、眠れない日々も続きました。
ある時、チーママとして迎える女の子に出会いまし
た。白いホットパンツから長くでる脚が印象的な明る
く笑顔が可愛い山田優似の女の子でした。コミュニ
ケーション能力も高く、性格は明るく頭の回転が早く
団体向き、華やかではないけれども静かな話し口調
で色気があり年配の方に人気がありました。
従業員のあの子は水商売が初めてで会話を広げら
れずに困っている。お客様に関しては、カラオケの音
量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
オープンして3年目、ある方に出会いました。そうで
す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青

年会議所の事務局でした。地域で活動している団体
は、全く知りませんでしたが入会しました。
その後、羽村市商工会青年部にも入会し、初めての
経験ばかりで、活動に魅了され始めた頃でした。５年
間尽力してくれたチーママが看護師という新しい道
に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
せん。」など、個性的で面白く頼もしいと感じました。
昭和館で開催すると決めていた10周年、一年前から
ミーティングを重ねました。朝から晩までダンスの練
習やPV撮影、リハーサルを重ねる毎日に誰一人欠
けることなく一体感を感じ、女の子達も興奮していま
した。青年会議所や商工会青年部で経験したことが
反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
ら！」と恐ろしい話がありました。実はそれが会員増強
委員長だったんです(笑)｢直前会長が会員増強委員
長｣と言う今までのクラブの慣例を壊しての｢会員増
強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
さて、今日の卓話「会員増強についての」を依頼され
た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。
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おおた たくお

よういちろう
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と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
る彼女の作った素敵なお店、それを切り盛りすること
に毎日プレッシャーを感じていました。借金も抱え、ス
タッフの支払いもあり、眠れない日々も続きました。
ある時、チーママとして迎える女の子に出会いまし
た。白いホットパンツから長くでる脚が印象的な明る
く笑顔が可愛い山田優似の女の子でした。コミュニ
ケーション能力も高く、性格は明るく頭の回転が早く
団体向き、華やかではないけれども静かな話し口調
で色気があり年配の方に人気がありました。
従業員のあの子は水商売が初めてで会話を広げら
れずに困っている。お客様に関しては、カラオケの音
量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
オープンして3年目、ある方に出会いました。そうで
す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青

年会議所の事務局でした。地域で活動している団体
は、全く知りませんでしたが入会しました。
その後、羽村市商工会青年部にも入会し、初めての
経験ばかりで、活動に魅了され始めた頃でした。５年
間尽力してくれたチーママが看護師という新しい道
に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
せん。」など、個性的で面白く頼もしいと感じました。
昭和館で開催すると決めていた10周年、一年前から
ミーティングを重ねました。朝から晩までダンスの練
習やPV撮影、リハーサルを重ねる毎日に誰一人欠
けることなく一体感を感じ、女の子達も興奮していま
した。青年会議所や商工会青年部で経験したことが
反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
ら！」と恐ろしい話がありました。実はそれが会員増強
委員長だったんです(笑)｢直前会長が会員増強委員
長｣と言う今までのクラブの慣例を壊しての｢会員増
強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
さて、今日の卓話「会員増強についての」を依頼され
た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。
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と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

・入会式
　幹事：ただ今より　髙木直哉様の入会式を始めます。
　　　 会長挨拶お願いします。　
　会長：髙木直哉さん 東京福生ロータリークラブへの
　　　 ご入会おめでとうございます。全会員を代表して
　　　 心からお慶び申しあげます。
　　　 ロータリークラブには3つの責務があります。
　　　 例会への出席・会費の納入・ロータリーの友の
　　　 購読です。これから共に活動出来ること嬉しく
　　　 思います。
　幹事：新入会員髙木直哉様、髙木さんの推薦者の
　　　 木村会員増強委員長 壇上にお進みください。
　　　 会長、入会証書の授与とロータリー資料の贈呈
　　　 をお願いします。
　会長：（入会証書の読み上げる）（授与）
　　　 （ロータリー資料）（贈呈）　　　　

　幹事：会員章の装着・スポンサーバッチの贈呈を
　　　 お願いします。
　会長：（髙木さんに会員章装着）
　　　 （木村会員にスポンサーバッチ贈呈）

　幹事：会長より委員会任命をお願いします
　会長：新入会員の髙木さんは今年度、会報・HP委員
　　　 会と職業奉仕委員会の2つの委員会の委員に
　　　 任命されました。皆さんよろしくお願いします。
　幹事：それでは髙木さんの紹介を推薦者の木村会員
　　　 お願いします。
　木村会員：髙木さんの紹介

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
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量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
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す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青
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に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
せん。」など、個性的で面白く頼もしいと感じました。
昭和館で開催すると決めていた10周年、一年前から
ミーティングを重ねました。朝から晩までダンスの練
習やPV撮影、リハーサルを重ねる毎日に誰一人欠
けることなく一体感を感じ、女の子達も興奮していま
した。青年会議所や商工会青年部で経験したことが
反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
ら！」と恐ろしい話がありました。実はそれが会員増強
委員長だったんです(笑)｢直前会長が会員増強委員
長｣と言う今までのクラブの慣例を壊しての｢会員増
強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
さて、今日の卓話「会員増強についての」を依頼され
た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。



・出席報告

出席報告 2020年8月26日

会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 45名 35名 5名 5名 87.5%

先週（8/19）の出席率訂正報告   95％→95.12％
先々週（8/5）の出席率訂正報告  82.5％→82.93％

・会長報告

　◇8/19　第7回理事会報告
　◇8/21　第2回分区連絡会報告
　　小峰ガバナー補佐より地区出向者へネクタイ贈呈

と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

　幹事：髙木さんご挨拶をお願いします。
　新入会員：髙木様 ご挨拶　

　幹事：以上で入会式を終了します。

　この度、福生ロータリークラブに参加させていただ
くこととなりました檜原村、髙木建設株式会社の髙
木直哉と申します。
　当社の事業内容としては、主に建設業の公共工
事で、道路や河川の新設、補修工事のほか、自然災
害の対策・復旧工事などを行っております。
　最近では昨年の台風19号の災害復旧工事がほ
とんどであり、地元の檜原村、八王子市、あきる野
市、日の出町が工事を履行する場所が多くなってお
ります。
　さて、私は昨年まであきる野商工会青年部長を仰
せつかっており、任期を終え、何か社会に貢献できる
団体に新たに所属しなければいけないと考えていた
ところ、木村様からお誘いをいただきました。本来で
あれば地域柄、秋川ロータリークラブに加入するのが
筋ではありますが、木村様には日頃よりお世話になっ
ており、同じ福生ロータリークラブに参加させていた
だく運びとなりました。私はこの会に参加させていた
だき、皆様の行っている活動や考え方を勉強し、これ
から地域において、あらゆる面で活動、貢献ができる
よう頑張っていきたいと考えておりますので、ご指導
のほどをお願い致します。

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
る彼女の作った素敵なお店、それを切り盛りすること
に毎日プレッシャーを感じていました。借金も抱え、ス
タッフの支払いもあり、眠れない日々も続きました。
ある時、チーママとして迎える女の子に出会いまし
た。白いホットパンツから長くでる脚が印象的な明る
く笑顔が可愛い山田優似の女の子でした。コミュニ
ケーション能力も高く、性格は明るく頭の回転が早く
団体向き、華やかではないけれども静かな話し口調
で色気があり年配の方に人気がありました。
従業員のあの子は水商売が初めてで会話を広げら
れずに困っている。お客様に関しては、カラオケの音
量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
オープンして3年目、ある方に出会いました。そうで
す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青

年会議所の事務局でした。地域で活動している団体
は、全く知りませんでしたが入会しました。
その後、羽村市商工会青年部にも入会し、初めての
経験ばかりで、活動に魅了され始めた頃でした。５年
間尽力してくれたチーママが看護師という新しい道
に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
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反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
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人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
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しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。



　青梅RC　田中洋一郎様　
　　齋藤会長、入江幹事、福生ロータリークラブの皆様　
　　今年度も青梅ロータリークラブをよろしくお願いします。
　齋藤　文人会長・入江　誠一幹事
　　髙木さん入会おめでとうございます。これから一緒
　　にロータリー活動を楽しみにしています。
　　東京青梅RC　田中会員　ようこそお越しください
　　ました。本日の例会楽しんで下さい。
　  （株）多摩計装　代表取締役　太田社長　ようこそ
　　お越しくださいました。本日は福生ロータリークラブ
　　例会がどういうものかを感じて頂ければと思います。
　　米持会員　本日イニシエーションスピーチ楽しみに
　　しています。
　　木村会員増強委員長　会員増強月間にちなみ　
　　卓話　よろしくお願いします。
　木村　敦史会員　
　　髙木様入会おめでとうございます。楽しい愉しい
　　ロータリーライフを一緒に過ごしましょう。
　米持　明子会員　
　　本日はイニシエーションスピーチよろしくお願い致します。
　　田中さん、太田卓男さん　今日は私のために（笑）
　　お越しいただきありがとうございます。
　島崎　尚之会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　山本　仁志会員　
　　本日の卓話よろしくお願いします。
　岡田　丈尋会員　
　　田中様、太田様ようこそお越しくださいました。
　　米持会員イニシエーションスピーチ楽しみにしてます。
　8/21 第2回多摩分区連絡会　当クラブがホストで
　開催しました。くら蔵さんのスペシャルお弁当を皆さん
　にお持ち帰りいただきました。　　　
　　

・ニコニコＢＯＸ

本日の合計額　¥46,975

累計 ¥632,975

と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

　◇8/28　15時～　米山奨学カンファレンス
　　Zoomにて開催　
　　貝塚米山奨学委員長・齋藤会長　出席

　◇木村国際奉仕委員長　
　　鳳山RCより文書

・幹事報告

　◇佐々木職業奉仕委員長　
　　職業奉仕アンケート

・委員会報告

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
る彼女の作った素敵なお店、それを切り盛りすること
に毎日プレッシャーを感じていました。借金も抱え、ス
タッフの支払いもあり、眠れない日々も続きました。
ある時、チーママとして迎える女の子に出会いまし
た。白いホットパンツから長くでる脚が印象的な明る
く笑顔が可愛い山田優似の女の子でした。コミュニ
ケーション能力も高く、性格は明るく頭の回転が早く
団体向き、華やかではないけれども静かな話し口調
で色気があり年配の方に人気がありました。
従業員のあの子は水商売が初めてで会話を広げら
れずに困っている。お客様に関しては、カラオケの音
量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
オープンして3年目、ある方に出会いました。そうで
す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青

年会議所の事務局でした。地域で活動している団体
は、全く知りませんでしたが入会しました。
その後、羽村市商工会青年部にも入会し、初めての
経験ばかりで、活動に魅了され始めた頃でした。５年
間尽力してくれたチーママが看護師という新しい道
に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
せん。」など、個性的で面白く頼もしいと感じました。
昭和館で開催すると決めていた10周年、一年前から
ミーティングを重ねました。朝から晩までダンスの練
習やPV撮影、リハーサルを重ねる毎日に誰一人欠
けることなく一体感を感じ、女の子達も興奮していま
した。青年会議所や商工会青年部で経験したことが
反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
ら！」と恐ろしい話がありました。実はそれが会員増強
委員長だったんです(笑)｢直前会長が会員増強委員
長｣と言う今までのクラブの慣例を壊しての｢会員増
強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
さて、今日の卓話「会員増強についての」を依頼され
た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。



と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に
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本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
る彼女の作った素敵なお店、それを切り盛りすること
に毎日プレッシャーを感じていました。借金も抱え、ス
タッフの支払いもあり、眠れない日々も続きました。
ある時、チーママとして迎える女の子に出会いまし
た。白いホットパンツから長くでる脚が印象的な明る
く笑顔が可愛い山田優似の女の子でした。コミュニ
ケーション能力も高く、性格は明るく頭の回転が早く
団体向き、華やかではないけれども静かな話し口調
で色気があり年配の方に人気がありました。
従業員のあの子は水商売が初めてで会話を広げら
れずに困っている。お客様に関しては、カラオケの音
量が気になるから静かな日に誘ってほしい、お客様か
らご馳走になったお酒はきちんと飲みきるようになど、
詳細を把握し何でも報告してくれました。山田優リ
ポートのおかげで、個々の長所や悩みがわかってきま
した。
それから、毎回の給料日に手紙を添えるようにしまし
た。手紙では、一人一人の長所を褒めるようにしまし
た。私一人の力じゃない、あなたたちが支えてくれて
いるからと感謝の気持ちを伝え、アドバイスも書きま
した。ミーティングではお客様の要望をきちんとアド
バイスしました。スタッフ同士では旅行や飲み会の開
催、EXILEファンも多かったためファンクラブに入り
ライブに行ったりしました。コミュニケーションもとれて
女の子達も仲良くなり、みんなで盛り上げるような雰
囲気になりました。お店は軌道に乗ってきました。
オープンして3年目、ある方に出会いました。そうで
す、齋藤さんです。同伴してあげると向かった先は青

・卓話　イニシエーションスピーチ 年会議所の事務局でした。地域で活動している団体
は、全く知りませんでしたが入会しました。
その後、羽村市商工会青年部にも入会し、初めての
経験ばかりで、活動に魅了され始めた頃でした。５年
間尽力してくれたチーママが看護師という新しい道
に進むため引退することになりました。私はチーママ
をとても頼りにしていたため、彼女が辞めることに不
安と寂しさで涙が止まりませんでした。ただ、彼女の
お母さんから「お世話になったのにすみませんでし
た」と挨拶をいただいたりしました。私は彼女のことが
大好きで感謝もしていたので幸せになってほしいと
思った瞬間でした。他にも就職や妊娠、結婚で数名
が引退しました。
その頃は、青年会議所や商工会青年部の活動で店
も不在にすることが多くなり、スタッフやお客様から
賛否両論ありました。女の子からは「スタッフが落ち
着いていない時に参加する意味ありますか？」、お客
様からは「女の子が頑張っているのに余裕だね！」と
の言葉を投げかけられました。お店も回らなくなり、辞
めたいと思いました。チーママの存在が大きかったこ
と痛感しました。
そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
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反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
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強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
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た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
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仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
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い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。
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そんなどん底の時、青年会議所先輩から２代目の
チーママを紹介していただきました。西伊豆出身の
彼女は、自然豊かな環境で育ったせいか素直でまっ
すぐな子でした。お酒も大好きで何だかとても気が合
いました。この新チーママが可愛い友人をスタッフと
して紹介してくれました。先輩の妹さんもスタッフとし
て働いてくれるようになりました。こうして新チーママ
と可愛いスタッフのおかげで、新生ヴィーナスが誕生
しました。オープン当初からいる数名スタッフがチーマ
マや新しいスタッフのフォローをする成長が見えた７
年目でした。
十周年に向けても動き出しました。まずは女の子同
士の交流、チーママの出身地である西伊豆に旅行
に行きました。10人以上の団体旅行で一人も別行
動することなく、いつでも一緒でまとまりがありまし
た。夜になると飲み会が始まり、女の子達のプライ
ベートな話を聞きました。「誠実な男性ってどんな人
ですか？彼は家だとテレビに夢中で相手にしてくれま
せん。」など、個性的で面白く頼もしいと感じました。
昭和館で開催すると決めていた10周年、一年前から
ミーティングを重ねました。朝から晩までダンスの練
習やPV撮影、リハーサルを重ねる毎日に誰一人欠
けることなく一体感を感じ、女の子達も興奮していま
した。青年会議所や商工会青年部で経験したことが
反映された周年でした。先輩や仲間達、スタッフの協
力もあり、300人という盛大なパーティーは無事終え
ることができました。言葉では表せない感謝でいっぱ
いでした。
今年3月には頼りにしていた2代目のチーママが結婚

で、木村さんには内緒の委員長を用意していますか
ら！」と恐ろしい話がありました。実はそれが会員増強
委員長だったんです(笑)｢直前会長が会員増強委員
長｣と言う今までのクラブの慣例を壊しての｢会員増
強委員長｣の打診ですから深い意味があったのか
な？と感じています。
さて、今日の卓話「会員増強についての」を依頼され
た時に、何を話せは会員増強の意味を伝わるのか？
色々悩んだのですが、やはり、自分はなんで入会した
のか？どうして入会したのか？入会してからのクラブの
会員増強はどうだったのか？を振り返る事で何かヒン
トが見えてくるのではないか？と思いました。
最初に私は、青年会議所在籍前から岡根さんに食
事に誘われ、卒業とほぼ同時に、口説かれ続けた岡
根さんの誘いを受け、石川彌八郎さんによってクロー
ジングをされての入会でした。岡根さんとは当時既に
１０年位前から車の仕事でお付合いがありましたし、
石川さんとは小さい頃からの幼馴染です。つまり！熱
い思い？「圧」と仕事の繋りと幼馴染、先輩後輩と言
う関係での入会です。入会当時、若い人は少し年上
の石川さんと動物病院の栄山さん二人だけで、更に
間隔を開けて岸野さん、木村徳守さん、清水さんと３
人だったと思います。他は見回しても大先輩だけでし
た。 会員数も、入会当時３０名位だったと記憶してい
ます。その後、例会に出席しても話せる人も居なく孤
立感ありありで、例会の内容も分からず、配属先がど
こかも、何をすればいいのか？全く？あまり覚えていま
せんが、アドバイスもあまりしてくれないので、どんど
ん例会から足が離れていきました。無意味な時間・無
駄な時間としか思っていませんでした。そんな風に思
う人が増えれば、退会者が増えて行くの自然の流れ
だと思います。３０数名だった会員は２０人近くなりク
ラブの運営も難しい状況になってきたのを覚えてい
ます。そんな時に、石川さんが会長に抜擢され、幹事
に指名された事で私の会員増強にスイッチが入った
わけです。ここからが増強活動の快進撃です！！！
最初に考えたのが、同期で尊敬していた齋藤会長を
入れよう！でした(笑)　木下先生がよく「楽しくなけれ
ばロータリーじゃない」と言っていましたが、まさしく楽
しいから出席するのです。この言葉が今でも私の指
針になっています。次に、楽しい以外で何か必要なん
だろう？と考えた時に、仕事があれば入会もあり？でし
た。慈善団体ですが、事業が順調あっての活動で
す。そこで目を付けたのが、親睦旅行と地区大会の
送迎、先輩方の会社の社員旅行でした。それが「武
藤さん」ですね。木下先生や折原さんにも当時お世
話になりました。次に、クラブの「活動計画書」の作
成とホームページ、その他ポスターやリーフレットでし
た。つまりターゲットは「大山さん」です。石川さんも齋
藤会長も協力してくれました。全くメリットがなく入会
してくれたのが今年度会長の齋藤会長です(笑)きっ

しました。お相手からは彼女がお世話になった東京の
お母さんなのでと挨拶されました。「彼女を幸せにし
ます。」とても感動的で、この人なら大好きなチーマ
マが幸せになれると思いました。そして、初めて保証
人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。
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と！私が好きで一緒にいたくて仕方がなかったんで
しょうね！
これが、「人間関係」の入会です。
次に、齋藤会長と会社を設立し顧問税理士にを条
件に岡田さんが入会してくれました！これは、少し
「圧」ってやつが入っていますが、「仕事絡み」の入会
です。もう一人仕事がらみでは、銀行の登記手続き
担当をネタに入会を迫ったのが、鳥居さんです。佐藤
さんの入会も、例会の食事の依頼でした。つまり仕
事と人間関係からの入会です。乙部さん、貝塚さん
は、口説きに口説き続けた結果の入会です。貝塚さ
んは３年半は勧誘し続けました。もちろん！そこにも仕
事への期待や人と人の繋りもあるしょう。五十嵐さん
は、したたかなので（笑）下心！？では無く石川さんとの
関係とＪＣ、更には、冨田さんとの商店街の『しがら
み』でしょうか？粕谷さんは、岩尾さんとの・・・内容は
深そうなので（笑）片岡さんは、これまた学校の大先
輩の木下先生の『圧』お父さんの関係でしょうか？高
橋さんは、齋藤会長の猛烈なアプローチと圧力に屈
した事での入会でしょうか？根岸さんは高橋さんから
の猛烈な口説きと「熱い思い」だったと聞いていま
す。この四人は、熱い思いからの信頼信用での入会
でしょうか？「ぶれない！」は相手への信頼信用に繋り
とても大事な事です。入江さんは齋藤会長とのJCで
の深い信頼関係と仕事の深い繋りですね。周りから
見ていてもとても感じます。浦野さんは、山本パスト
会長との深い信頼関係でしょうか！？断れないですも
んね（笑）“複雑な繋りがあるので絶対入会しないだ
ろう！”と言われていた佐々木さんが入会してくれまし
たのは、JC、仕事、信頼信用の他に何か魅力があっ
たからの入会なんでしょうか？今度聞いてみたいです
（笑）窪島さんも、村松さんも、木村との繋りと自分の
スキルアップ、仕事への期待でしょうか？小山田さん
は、JC、そして入江さん、佐々木さん、齋藤会長から
の仕事関係でしょうか？こうやって一人一人の入会
の理由を検証してみると以下の４点にまとめられると
思います。
①ロータリークラブが産声をあげた当初である職業
の繋り、利害関係
②あなたと一緒に活動したい！あなたが好きだと言う
熱い思い！など素敵な人間関係
③地域や団体絡み、断れない人間関係
④は①②③が複雑に絡まっている関係
最後に、幹事、会長を経験して感じた、入会した後に

米持　明子　会員

本日は、このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。短い時間ではございますが宜しくお願い致
します。
今から13年前、（経営するお店）ヴィーナスを友人か
ら受け継ぎました。彼女は小柄で安達祐実似のとっ
てもキュートな女性でした。水商売の天才と言われて
いた彼女のお店はとても繁盛していましたが、結婚を
期に引退してしまったのです。魅力もあり、人気もあ
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人にもなりました。ヴィーナスは８名ものスタッフがお
客様と結婚しています。素敵なお客様も多いので
しょう。女の子達が卒業してしまうのは寂しいけれど、
幸せそうな彼女達の笑顔を見るのはたまらなく嬉しい
です。
そして、現在コロナ禍により４月１日から２ヶ月半自粛
しました。私たちは大切なお客様を守ることを第一に
掲げています。10周年で養ったチームワークとお客
様への感謝を忘れないというスタッフ一同の志。この
７月の時間要請でも、優良店と地域に見ていただく
ことが大事かと思い、スタッフも協力してくれます。今
のスタッフとだったら、コロナ禍も乗り越えられると信
じています。私は人に恵まれ、たくさんの人に支えられ
てきました。ロータリークラブでも新しい出会いや経
験、勉強をして大先輩方のように素敵な歳を重ねて
いけたらと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
これでイニシエーションスピーチを終わります。ありが
とうございました。

会員増強・新クラブ結成推進月間にちなみ
木村会員増強委員長

昨年９月、今年度の齋藤会長から「次年度の役員

退会者が出ない為に必要なの事をまとめてみまし
た。もちろん！職業の繋り深く良好な人間関係は大前
提ですが、以下３つが必要だと思います。
①例会が充実していて楽しい。
②卓話が魅力ある充実していて勉強になる。
③会員に魅力的な人がいる。学びのある人や有名な
会社社長とか、有名人(色々な団体の役員とか、市
長、議員)がいる。 
イメージ向上が会員増強には必要だと言われます
が、私はそんな事よりも人間力、魅力的な人間になる
事じゃないでしょうか？と思っています。ロータリークラ
ブは、そんな魅力ある憧れの人間を育成する場所だ
と思います。そして、例会の充実！それにより会員がス
キルアップし会員自身が魅力ある憧れのロータリー
アンになることだと思います。
齋藤会長、入江幹事には、益々、例会に行きたいな！
仲間に会いたいな！と思える楽しい愉しい例会の運
営を、切にお願いしまして、会員増強委員長のつたな
い卓話とさせて頂きます。本日はご清聴ありがとうご
ざいました。
《追記》
退会された方々一人一人に理由を聞けば一番良い
回答(理由)が得られるかと思いますが・・・聞ける訳は
ありませんねっ。


