第 964 回
2011 年 8 月 2 日（火）曇り

第5回

〜 会員増強および拡大月間 〜

斉
出

唱
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君が代 奉仕の理想
会員 60 名（出席率算入人数 57 名）
出席 50 名 出席率 87.72％
前々回補填率 94.44％
（7 月 19 日分）
ビジター 名古屋中 RC 岡崎
亨さん

1 日 安藤
11 日 三浦
24 日 宮本

8 月の誕生日
鍈一さん 2 日 有川
和人さん 14 日 加藤
浩史さん

英敏さん
英敏さん

ますのは、昨年度大勢の退会者が出て、当クラブも
60名を切ってしまったからです。やはり、会員増強
があって始めてクラブの活性化も実現されるのでは
ないかと思います。
松前ガバナーから大きく皆様に要望されるのは、
退会防止、女性会員の増強、若手会員の増強という
事です。更には、小山さんが「新しい仲間作りこそ
ロータリー活動の第一歩です。我々の仲間を少しで
も増やしていきましょう。」と、強く訴えておりま
す。我々もそれに応えるべく、本日のフリートーキ
ング例会を有意義なものにしていただき、また、皆
様に友人、知人の方のご紹介をいただき、体験例会
にお誘い願って、更なるクラブの活性化に繋がって
いければと考えます。

配偶者誕生日

幹

2 日 鈴木光世子さん 13 日 太田加代子さん
8 月の結婚記念日

10 日 浅井

浩さん 12 日 白藤

憲雄さん

会長 あい さつ
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幹事 入谷 直行さん
1. 次週8月9日の例会は、ガバナー補佐訪問です。各
委員会委員長さんはクラブ協議会がございますの
で、クラブ計画書をご持参いただいて、今年の計
画の発表をしていただきたいと思います。

郁矢さん

皆様、こんばんは。
今月は会員増強および拡大月間
という事で、地区の会員増強セ
ミナーに出席させていただきまし
た。セミナーは、7月30日に名鉄
ニューグランドホテルにて、地区
の会員増強委員長、当クラブの小
山さんが主催で開催されました。
私なりに解釈した要点を申し上げ、皆様のご理解を
いただきたいと考えます。
この2760地区というのは、ピーク時には5000名を
超える地区で、全国で1番メンバー数の多いクラブ
だった様でございます。そして、京都の地区が我々
と同等数、ないしは1番2番を争っていた様でござい
ます。しかし、残念ながらこの2〜3年で、5000名を
下回ってしまったという事でございます。
今年度の松前ガバナーは、会員増強は地区のテー
マという事で、会員増強で5000名の回復を強く要望
されております。小山さんは地区の増強委員長とし
て、何とかその期待に応えるべく一生懸命頑張って
いらっしゃるのですが、これは皆様の協力無くして
は有り得ません。今日もフリートーキング例会とい
う事で、当クラブもこれに応え、また、それ以上に
我々のクラブも会員増強が要望されます。と、言い

事

ニコボックス
本日は、地区会員増強委員長として皆様に会員増
強のご協力をお願い申し上げます。

小山 愼介さん
◆ 本日はフリートーキング例会です。会員増強につ
いて話しましょう。
◆

坂田 信子さん
野々村憲吾さん
犬飼りさ枝さん
牧野 好弘さん
鈴井 一博さん
中西 芳子さん
宮本 浩史さん
安藤
修さん
加藤 英敏さん
杉山 隆秀さん
黒田 康正さん
武藤 正行さん
◆

伊藤 圭一さん
佐々木元彦さん
川村 繁生さん
水野 俊男さん
東山 直史さん
伊藤 博昭さん
山本 誠一さん
白銀 義昭さん
中村
勝さん
有川 英敏さん
浅井
浩さん

三浦 和人さん
細井 俊男さん
林
隆二さん
坂本
晃さん
榊原 和美さん
川瀬
悟さん
出田真太郎さん
鈴木
享さん
川辺 清次さん
田中 省三さん
久米 伸治さん

榊原さん、木村さんに連れられて４日間伊勢神宮
から尾鷲迄熊野古道を歩いてきました。今年の夏
の良い思い出になりました。榊原さん、木村さん
ありがとうございました。
木下 福郎さん

◆

四日間、熊野古道伊勢路を榊原さん、木下さんと
歩いて来ました。
木村
猛さん
本日合計

42,000 円

累計

165,000 円

委 員 会 報 告
■新世代奉仕委員会
委員長 武藤 正行さん
本日、愛知県体育館に於きまし
て、愛知県警察主催少年柔剣道
大会がございました。当クラブか
ら10万円助成させていただきまし
て、参加賞の文具を少年達に贈呈
しております。
参加者は、柔道が約100名、剣
道が600名で、1対6位の割合で
す。愛知県だけかと思いましたらそうでは無く、有
段者の数は、柔道が20万人位で剣道が100数十万人
位で、柔道はオリンピック種目でございますから柔
道の方が多いかと思いましたら全国でも、やはり比
率は同じ位だそうです。

アンチエイジングエクササイズ
■環境保全・保健問題委員会

委員長 中村
勝さん
皆様、アンチエイジングエクササイズの時間がま
いりました。この1年で皆様に若返っていただくと
いうのが目的でございますので、真剣にやっていた
だければ、10歳位は若くなると思いますから、がん
ばっていただきたいと思います。

フリートーキング例会
■会員増強・職業分類委員会

委員長 杉山 隆秀さん
私も会員増強セミナーに出席し
ましたが、会長がほとんど話され
たので、1つだけ補足させていた
だきます。
これは私が言ったのでは無いの
で、誤解の無い様にお願いいた
します。2760地区の会員増強リー
ダーの東南RCの伊藤さんが、
「その年の退会者が多いのは、会長、幹事が退会
防止に熱が入っていない」と断言されました。今年
は、山本会長、入谷幹事が非常に熱心に会員増強に
努めていただけるものだと思いますので、退会者は
ゼロだと思います。お二人共宜しくお願いいたしま
す。
また、南RCは今年のテーマを、木と水と芸術の3
つに絞って例会を運営しているという事で、とても
充実されているみたいです。一度南RCへメーキャッ
プされて、皆様も体験していただきたいと思いま
す。
それと、いつも胸ポケットに退会届を持参してい
る人がみえて、会長、幹事、委員長に指名されると
すぐそれを出されるというクラブもあるそうです。
今のところ当クラブはそういう事は無いので、この
ような退会者は無いものと思います。

■地区会員増強委員会
委員長 小山 愼介さん
今月は会員増強および拡大月間
です。ガバナー月信に今年度の
地区の会員増強テーマといたしま
して、「各クラブに女性会員の入
会を」とあります。82クラブあり
まして、現在36クラブは女性会員
がおりますが、それ以外の46クラ
ブは女性会員がおりません。未
だに女性会員を頑なに入れないというクラブが沢山
あります。しかし、去年から今年に掛けて、そんな
事を言っている場合は無いという事で、今年度は各
クラブに少なくとも1名入れていただきますと82名
です。去年田嶋年度が発足しました時に、4841名で
スタートしましたが、今年度のスタート時はマイナ
ス21名です。毎年不思議と350名前後が82クラブか
ら会員増強ですが、本年度は退会者がそれに対して
371名でした。しかし、これは喜ぶべき事で、いつ
もは70名〜80名というマイナス減になっています。
そんな状態の中、松前ガバナーがどうしても5000人
を何とかしたいとエレクトの時からおっしゃってお
ります。
皆様もご存知のように、ロータリー財団のポリオ
プラスは、世界で誇れるロータリーの最も素晴らし
い事業の1つです。これは皆様から貴重な寄付をい
ただいて成り立っています。また、日本で最も素晴
らしい事業として、米山奨学金があります。今か
ら6年位前は、全国に留学生として在学している約
1000人の方を、奨学生として迎い入れていた事があ
ります。ところが、会員の減少により今では800名
で、約200名の減です。会員の減という事は、優秀
な奨学生に対して奨学金を送る事が出来ないという
事にも現れてきます。我々としては、これ以上会員
の減少を止め、5000人を維持しようという事で、松
前ガバナーと共に地区として一生懸命頑張っていき
ます。
120名の増を得るというのは本当に大変な事で
す。各クラブに確実に1名の女性会員を入れていた
だくと82名、そして残り40名は皆様の努力です。地
区のテーマとしてもう1つ、会員増強でクラブの会
員数に対して3％増という事を是非お願いしたい。
そうすると170〜180名確保できます。しかし、これ
は数字上の事であって、やるとなると大変至難の業
です。会員増強委員長や我々地区委員や委員長が、
どんなに声を大にして訴えても、会を運営している
会長や幹事の協力無くしては、クラブは動きませ
ん。そして事あるごとに、理事・役員会に於いて、
毎月のように会員の減少を把握していただき、退会
防止としては何故退会するのかという事、入会後3
年辺りまでの新しい会員と、入会後20年位の経験豊
富な会員が辞めていく現象が起きている事等の事実
を、会長、幹事、各委員長がよく把握する事です。
先日、辞められた生野房江さんから電話があり、
皆様から何で辞めるのかと言われて本当にロータリ
アンとしての友情を感じて嬉しくて、絶対に辞める
べきではないと思ったけれども、仕事の都合上辞め
なければいけないとの事でした。やはり、声を掛け
る事が大事な事だと思います。これからも会員1人1
人が増強と退会防止に対して是非努力していただき

たいと思っております。
なかなか会員の増強というのは難しいところがあ
ります。今から12年前は我々は6400名の会員を要し
ておりましたが、今は4800名という寂しい現象で
す。どうか1つになって、近くの友達や会社で知り
合いの方に、ロータリーはこういう良い所があると
いう事をアピールしていただきたいと思います。そ
して、退会者には「どうして辞めるのか」「しばら
く休会でもしたら」と、温かい言葉を掛けてあげて
下さい。
本年度は会員増強、退会防止という事に会長、幹
事のお力をお借りし、クラブが1つになって頑張っ
ていきたいと思います。我々も地区の方で一生懸命
頑張ってまいりますので、是非5000名を突破できる
ように、皆様の力強いご協力をお願いいたします。
第 966 回例会（8 月 24 日）のご案内
ガバナー公式訪問 12：30 〜 13：30
於：16F 「アゼリア」

■ 8 月度理事会

議事録 ■


日
場

報告者 坂本 晃さん
時 2011 年 8 月 2 日㈫  17：00 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『パイン』
出席者 山本、伊藤、中西、宮嵜、入谷、
榊原、坂本、久米、武藤、浅井、
東山、木村、本多、細井
オブザーバー 山本

17名中14名参加
◎協議事項
一、9 ／ 17 地区補助金事業の件

＜ロータリー財団委員会 東山 直史さん＞
10：00 ～ 12：00
3 施設の子どもたちにフットサルの試合体験をさ
せる。その後食事とする。（会員は食事なし）
当日は、例会とし例会費の振替を行う。
一、10 ／ 18 職場例会の件

＜職業奉仕委員会 久米 伸治さん＞
10：30 ～ 13：00 の予定で、人数把握のため 24 日
に案内を配布する。
◎報告事項
一、IM の件
＜ IM 実行委員長 山本 誠一さん＞
登録者数を 650 名以上とするため、ガバナー補佐
訪問にて補佐に呼びかけをお願いする。
各委員会を担当を決めて振り分ける。
一、台北ミレニアム RC との共同事業の件

＜国際奉仕委員会 浅井
浩さん＞

＜社会奉仕委員会 鈴木 清詞さん＞
来年 2 月 2 日～ 4 日に、義援金のお礼と親睦ゴル
フを兼ねて、台北訪問予定。
事業内容について再度確認をして、次回理事会
承認を得る。
一、9 ／ 27 新世代奉仕委員会担当卓話の件

＜新世代奉仕委員会 武藤 正行さん＞
委員長より、9 ／ 3 新世代サミットの報告をする。
一、8 ／ 30 ゆったり例会の件

＜親睦活動・家族委員会 本多 利郎さん＞
締切は 9 日にて既に案内済み。
ホテルキャッスルプラザ 1 Ｆ「ローズガーデン」
◎その他
一、名古屋熱田 RAC との合同例会の件

＜会長 山本 郁矢さん＞
提唱 4 クラブの内、他 3 クラブが合同例会を行っ
ているため、当クラブも今後検討していく。
※次回のご案内
9 月 6 日㈫  
名古屋マリオットアソシアホテル
17 Ｆ「パイン」 17：00 〜

