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＝ 本日のプログラム ＝ 

卓話例会 

「厚木商工会議所の取組について」 

お客様 

厚木商工会議所専務理事 葉山 神一様 

ガバナー補佐 加藤 伸一様 

厚木県央 RC 荻野 洋一様 

   ━ 会長挨拶・報告 ━ 

○齊藤会長より 

先週も申し上げましたが、今年度も後少し、来週は昼

はゴルフ、夜に夜間例会となります。今日はガバナー

補佐の新旧お二人でご挨拶をいただきます。また、商

工会議所の葉山さんからも卓話いただきます。 

○ガバナー事務所より 

・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ 

  米山奨学生・学友 宛 

 

 

 

 

 

 

 

○ＲＩ日本事務局より 

・クラブ請求書作成のためのデータ更新のお願い 

○あつぎ鮎まつり実行委員会より  

・第７２回あつぎ鮎まつり協賛金について（お願い） 

○社会福祉法人 厚木市社会福祉協議会より  

・「社協あつぎ」第１５０号の送付 

が届いております。 

  ━ ガバナー補佐挨拶 ━ 

加藤 伸一 ガバナー補佐 

皆さんこんにちは。本年度一年間

齊藤会長、佐藤幹事、会員の皆さん

には本当にお世話になりました。何

とか無事に一年間勤めさせていただ

きました。この間、この一年間ロー

タリーに何回出たかについて計算を

したら今月後4、5回出ないといけな

いんですが、131回出席させていた
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だきました。始める時は180ぐらい出なきゃいけない感じだっ

たんですが131回で終わることができました。本当に何もでき

ない状況だったのですが、皆さんのおかげで務めることができ

ました。本当に有り難うございました。 

 

中野 正義 次年度ガバナー補佐 

ご紹介いただいた通り、加藤伸一

ガバナー補佐の後を引き継ぎまして

ガバナー補佐を務めさせていただく

ことになりました。自クラブでござ

いますので簡単にお伝えさせていた

だきますが、当クラブの歴代の活躍

されてこられた方々同様、恥じない

ように頑張っていきたいと思います。加藤伸一ガバナー補佐か

らもいろいろご指導いただきましたので、確りと受け継いで、

本厚木RCも含めて10クラブになりましたが、確り頑張ります。

既に会長幹事会、ガバナー補佐会議、各クラブへの訪問と、様々

走っておりますが加藤伸一ガバナー補佐がおっしゃっておら

れた通り、1年間大変だと思いますが、頑張ってまいります。

皆様暖かいご協力とご支援を宜しくお願い致します。 

 

━ 委員会報告 ━ 

○会員増強委員会 西 厚夫 委員長 

例会３回連続で増強委員会からお願

いをします。まずは加藤ガバナー補佐

お疲れ様でした。当クラブは今年度 7

名減となっておりますが、現在頑張っ

ております。新クラブも含めて来年は

両方で会員拡大ができると思ってお

ります。お願いの方ですが、ロータリ

ーのお誘いという冊子がありますので、この冊子を活用して新

会員を勧誘いただきたいと思います。この冊子にはロータリー

の目的や奉仕の理念等が掲載されています。６ページの冊子で

すが、他にも冊子がございますので、もし増強に必要であれば

建部次期委員長とともに申し込みをしていきます。また、今後

どのような方を誘えば良いかという件については、ご自身の業

態や取引先からお声かけいただければと思います。一人につき

一名は推薦していただきたいと思います。また、職業分類一覧

表で現在不足している業種の方を推薦していただければ有り

難いと思います。 

━ お祝い行事 ━ 

担当：池本 健二 会員 

≪事業所開設日≫ 

小島 條太郎 会員 6月14日 

≪配偶者の誕生日≫ 

西 厚夫 会員の奥様 6月15日 

≪会員誕生日≫ 

小島 條太郎 会員 6月15日 

竹内 祥晴 会員 9月17日 

小島 條太郎 会員 

皆さんいつもいろいろお世話にな

ります。明後日私の誕生日です、家

族が祝ってくれるかはわかりません。

皆さんが祝ってくれることは本当に

うれしい限りです。私も長いことロ

ータリーと関わってきましたが、難

しいことも多々ありますが、こうや

って仲間が30人いることが非常に嬉しい、この年齢になると

とかく一人でいることが多くなりますが、ロータリーに来ると

勇気や元気をもらえます。有り難うございます。 

竹内 祥晴 会員 

誕生日は9月17日ですが、忘れないためにお願いしました。後

３ヵ月で誕生日がまた来ますので複雑な気持ちではあります

が宜しくお願いします。 

━ スマイル ━ 

☆お客様のスマイル 

【加藤 伸一 ガバナー補佐】 

1年間大変お世話になりました。最後御礼のご挨拶にまいりました。

宜しくお願い致します。 

【厚木県央 RC 荻野 洋一様】 

厚木県央 RCの荻野です。8年前に厚木商工会議所青年部の震災復

興イベントの PRでビジター参加させていただきました。多くのご

協力有り難うございました。本日は宜しくお願い致します。 

☆当クラブ会員のスマイル 

【齊藤 達夫 会長・小島 正伸 副会長・笹生 誠 会長エレクト・

佐藤 光輝 幹事・五十嵐 直樹 副幹事】 

本日は卓話例会です。加藤 AG、荻野様、葉山様、ようこそ当クラ

ブへ。どうぞ宜しくお願い致します。條太郎さん、竹内さん、お誕

生日おめでとうございます。【小島 正伸 副会長】 

葉山専務、加藤ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。卓話
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宜しくお願いします。 

【建部 覚 会員・藤川 孝幸 会員・石川 弘子 会員】 

厚木商工会議所葉山専務、卓話宜しくお願いします。加藤 AG、県

央厚木 RC荻野さん、ようこそ！ごゆっくりしていって下さい。條

太郎さん、竹内さん、お誕生日おめでとうございます。 

【山崎 隆夫 会員】 

6月24～25日、カナダトロントで2018年度RI世界大会が開催され

ます。クラブ代議員として参加して来ます。宜しくお願い致します。 

【中野 正義 会員】 

加藤伸一ガバナー補佐１年間ご苦労様でした。後を確りと務めてま

いりたいと存じます。葉山神一専務卓話よろしくお願い致します。

荻野洋一様ようこそ、ゆっくりしていかれて下さい。 

【和田 吉二 会員】 

加藤ガバナー補佐 ようこそ・・ご苦労様です。厚木商工会議所、

葉山専務ようこそ・・卓話ご苦労様です。よろしくお願い致します。 

【三平 治憲 会員】 

葉山さん、荻野さん、ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみに

しています。 

【西 厚夫 会員】 

妻の誕生祝、有り難うございます。うっかりしていました。おかげ

で妻へのお祝いに間に合いました。 

【小島 條太郎 会員】お誕生日のお花をありがとうございます。 

【竹内 祥晴 会員】誕生日の花束ありがとうございました。 

■本日のスマイル合計 26000円 ご協力有り難うございます。 

━ 卓話 ━ 

「厚木商工会議所の取組」 

担当：厚木商工会議所専務理事  

葉山 神一様 

・商工会議所は商工会議所法に基づ

き商工業者自らが組織している団体

です。商工会議所法はあまり知られ

ていませんが昭和２８年に施行され

た法律です。仏独系は強制加入形式

で英米系は任意加入形式、日本は幾度かの改正を経て任意加

入形式となっています。フランスで1599年に初めて商工会

議所ができたわけですが、関ヶ原の前年にできていたという

ことです。 

・日本における商工会議所は明治11年に東京商法会議所が設

立され、初代会頭はご存じのように渋沢栄一翁でした。設立

の主旨は商工業者の声を国政に反映させることで、現在にお

いても商工会議所の主要な使命として受け継がれています。

２８年度末のデータではございますが、商工会議所の数は

515会議所、会員数は約１２５万人となっております。経団

連が1300社でございますので、非常に大きな組織であるこ

とがおわかりになると思います。 

・厚木商工会議所の組織ですが、2211社の会員がおられ、厚

木には9500社あるといわれていますので組織率は23.3％

となっています。近隣を見ますと30％を超えており、厚木

でも3000社を目指しているところです。役員は39名、議

員は90名、部会は７部会あり、この場にも部会長さんがお

られるわけですが、必ずどこかの部会に所属していただいて

おります。また、厚木市内を12ブロックに分け、それぞれ

のブロックで会議を行なっていただいております。 

・平成30年度の事業計画についてですが、取組方針を策定し

ておりまして、強い商工会議所の構築ということであります。

石川前会頭の時には「明るく元気な商工会議所」でしたが、

現在の中村会頭になり、その意図にプラスして「強い商工会

議所」ということとしております。この取組を継承しまして

「Power UP・3000」をスローガンとして会員増強を推

進しております。「Power UP・3000」というのは先程も

申し上げたように会員数を3000名まで増やそうというも

のであります。それから、厚木商工会議所が昭和23年に設

立されてから今年は創立70周年の年となります。できるだ

け多くの方が参加できるような記念事業を考えております。 

・具体的な事業について、その基盤となります予算についてで

すが、平成30年度の予算は一般会計で1億5700万程度、特

別会計で1億7500万程度、全体で3憶3300万程度となりま

す。事業の方は5本の柱として取り組んでおります。1つ目

として元気な中小企業づくりの推進ということで大きく3つ、

①小規模企業経営発達支援事業の推進、②小規模企業経営支

援事業の推進、③人材確保・人材育成の支援でございます。 

・続いて、2つ目として元気なまちづくりの推進についてです

が、主だったものとしては中心市街地活性化の推進、キッズ

事業や南口のホコ天祭りの開催があげられます。また商店街

活性化の支援や産業基盤整備の促進にも取り組んでいます。 

・３つ目として元気な厚木の魅力づくりの推進についてですが、

4つの取り組みがあります。観光振興の推進、地域ブランド

化の推進、環境美化運動の推進、イベントの開催・協力・支

援です。いろいろな組織と連携しながら厚木の魅力づくりに

取り組んでいます。 
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・4つ目として活発な対外活動の推進という点に関しましては、

提言、要望活動の展開、他商工会議所との連携や行政関係機

関との連携をはかりながら行動しております。 

・最後の5つ目として元気な商工会議所づくりということで、

基本的には資金力・組織力の強化、組織活動の活発化、財政

基盤の強化、創立70周年記念事業の実施、会員サービス事

業の充実に取り組んでおります。創立70周年記念事業の実

施について少し申し上げますと、記念式典・祝賀パーティー、

記念表彰については11月27日レンブラントホテルにて行

ない、経済講演会については11月19日に読売巨人軍の元監

督の原さんに文化会館で行なっていただく予定となってお

ります。 

・商工会議所の要望活動についてですが、夏から秋にかけまし

て各機関に要望させていただいております。国政要望、県政

要望は神奈川県下全体の要望になります。市政要望について

は、昨年の秋に要望した内容を掲載しております。主だった

ものを紹介させていただくと、企業の送迎バス等の発着場所

の整備については、現在南口に関する要望となっていますが、

将来的には西口の開設にもつながるよう要望しております。

関連して小田急電鉄本厚木駅西口の開設についても、より具

体的な計画を検討・提示していただきながら小田急電鉄に働

きかけていただくよう要望しています。 

・厚木秦野道路及び新東名高速道路の早期整備について要望を

しています。また、用地国債先行取得制度を活用し、国の予

算不足を補うことで道路の早期整備を促しています。加えて、

観光振興事業の推進について、市内インターチェンジへのア

クセス道路の整備について、企業誘致等に向けた新たな産業

用地の創出についても要望しております。 

・次に、相模鉄道と小田急線の相互乗り入れについて、要は横

浜に本厚木から乗り換えなしにいけるようにしたいとの要

望ですが、継続して長い間要望し続けています。昭和32年

当時の鉄道網も掲載していますが、旧海老名駅あたりのとこ

ろで相互乗り入れを要望したり、相鉄が昭和39年まで海老 

 

 

 

 

 

 

 

名駅を過ぎて小田急線に乗り入れ、本厚木駅まで運行してい

た実績もあることから、もう一度その時の残っている設備を

利用してできないかについて要望しています。 

・相模川の橋梁の増設については、厚木市旭町と海老名市側を

結ぶ橋梁の新設を事業計画に位置付けるよう県との協議を

進めることを要望しています。 

・小田急線新駅の設置と新交通システムの構築についてですが、

森の里及びその周辺地域では日産先進技術開発センターを

はじめとする研究所や大学・高校などが集積していますので、

そういった通勤通学のことを考え、本厚木よりアクセスの良

い愛甲石田駅周辺の市街地整備を進めていただくよう要望

しています。併せて、本厚木駅から愛甲石田駅間の森の里入

口交差点付近に新駅を設置し、新駅周辺の整備と新駅から森

の里方面への新交通システムの構築を検討いただくよう要

望しています。 

・最後になりますが、厚木市の取組について、私の口からは言

いにくいものがありますが、簡単に申し上げますと、中心市

街地等整備事業については皆さん目で見てご認識されてい

ると思います。2020年の完成に向けて着手しています。中

町第2-2地区周辺整備関連事業については（仮称）こども未

来館、中央図書館を含む、集客の核となる新たな複合施設の

整備を目指しており、平成30年度は厚木保育所の解体、基

本計画の策定、周辺道路の設計協議などを実施しています。

ただ、厚木市役所の庁舎建設の課題がありまして、庁舎建設

検討委員会により、提言書をまとめられ秘書に提出されまし

たが、その内容は2-2地区に新たな市役所を建設することが

現実的というものであり、今後注視していきます。また、大

型バス発着場を整備・運用とありますが、これは今4月から

運用を開始されておりまして、これから順次ツアーバス等も

発着していくとのことです。 

・これからも皆さんと意見交換、あるいはアドバイスをいただ

きながら頑張っていきたいと思いますので宜しくお願い致

します。 

 
  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

6/20 1942 回 年度末親睦例会 クラブ管理運営委員会  

    30 9 

6/27 1943 回 クラブ協議会・年度報告・6 月理事役員会 会  長  

7/4 1944 回 クラブ協議会・新年度会長方針発表 会  長  出 席 率 前々回修正出席率 

7/11 1945 回 クラブ協議会・理事役員委員長方針発表 クラブ管理運営委員会  

   80.77 ％     92.59 ％ 

7/18 休  会   
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