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2008-2009 国際ロータリーテーマ

「夢をかたちに」

第2077回　例会（第六回例会） 卓話例会　地区会員増強維持強化委員長　浅田進様

★ 点鐘

★
国歌斉唱 （君が代）　
ロータリーソング斉唱 （奉仕の理想）

★ 四つのテスト唱和 

★ 会長挨拶　 .. . . .小林 一好会長

★ 幹事報告　 .. . . .小椋 剛幹事

★ 誕生祝い

★ 委員会報告

★ 本日の卓話　　
　　　　　地区会員増強維持強化委員長　浅田進様

★ にこにこ報告　　スマイルボックス委員会

★ .点鐘

★ 来賓紹介　　　　　　　　　 小林 一好会長 本庄南ロータリークラブ　浅田進様です。

★ 会長挨拶 .★ 小林 一好会長

地球温暖化を嫌と言うほど実感させられる毎日でございます。

皆様も、お体をご自愛下さい。先日読みました記事によりますと、埼玉県日高市役所は

「4つのＣ」で市役所内を改革するとありました。職員１人１人の意識・行動につきまして、

良い点を伸ばし改善すべき点を改める事で、市民の役に立つところとしての狙いです。

。具体的には

１）チャレンジのＣは行動・継続力・反映力のアップ。

２）チェックＣは確認力・比較力・公開力のアップ。

３）コストダウンのＣは人・時間・お金のコスト削減。

４）コミュニケーションのＣは応対力・説明力・聞き取り力のアップ。

以上４つの理念に基づき各課毎に目標を定めてその達成に向けて取り組むそうです。

全てロータリー精神に当てはまる事と思い、紹介致しました。
点鐘風景

。第39期交換留学生募集の件です。この募集は2570地区より各高校の学校長に直接募集要項をお送りし、

志願者の推薦が学校長よりあった場合はクラブ内で面接及び応募資格適合を確認の上、スポンサークラブとして

地区へ推薦する事になっています。青少年交換プログラムは、ロータリーの民間親善大使相応しい優れた資質を

有する多数の高校生の応募がありますが、スポンサークラブの推薦書のない場合は選考の対象になりません。

趣旨は国際ロータリー青少年交換計画に基づき高校生に海外留学を通じて国際理解と国際交流の意義を、

習得させる事です。留学期間は2009年8月から2010年7月までの1年間で、出願期限は9月20日迄で、

一次選考試験二次選考試験があります。このような工程で、青少年交換学生が決まります。

～会長挨拶 次のページへ続く～



～会長挨拶 続き～

振り返ってみますと、小山茜さん、ツルジロウ君は、大変な想いをした事と思います。

また「ローテックス」と言いまして、ロータリー青少年交換プログラムによって海外で勉強した経験の

ある人達のグループの呼び名で、非公式ながら多くの地区で使われています。

。今月は「会員増強及び拡大月間」です。真下ガバナーは純増1名と言っております。

私は年度計画書に入会予定者3名で予算組みをしてしまいましたので、本年度純増3名は行いたいので、

皆様のご協力を、是非、お願い致します。会員増強の重要性は、全ての組織は自然に任せると会員の高齢化・

病気・転勤等で会員が減少していくものです。

当クラブも平均年齢62.52歳と、創立の古いクラブほど年齢が高いと言われております。

因みに子クラブの行田さくらロータリークラブさんは、平均年齢58.4歳で当クラブより4.12歳若いクラブです。

では新しい会員が入りますと、新しい風が生じます。斬新なアィディア。そして仲間が増え、財団米山にも貢献出来、

将来の指導者が誕生する等、考えられます。しかし単なる会員増加と言う数の問題だけでなく、会員の質の向上と

クラブの活力、しいては効果的なクラブと成り得る要素が必要だと思います。

。今日の卓話は地区よりお忙しい中会員増強・継続強化部門 浅田委員長に来て頂きましたので、

しっかりとお聞きしたいと思います。

。次の例会、8月14日はお盆で休会になります。ご先祖様を大切にして頂きたいと思います。

その次の例会8月21日は、当クラブの創立記念例会で加藤玄静ガバナーエレクト様を迎えましての例会となります

ので、多くの会員の参加をお願い致します。尚、本日の例会は10分間延長して、1時40分までとさせて頂きます。

★ 幹事報告 .★ 小椋 剛幹事

皆様こんにちわ。先週は本年度初めての夜間例会とそれに続きましての誕生祝い

日帰り旅行と、特に親睦委員会の皆様におかれましては大変ご苦労様でした。

本日地区会員増強・継続強化部門委員長 本庄南ロータリークラブ浅田様をお招きし

卓話を頂戴します。浅田様、宜しくお願い致します。

8月定例理事会が開催されました。承認事項を報告致します。

１）8月・9月プログラムが承認されました。メール、ファックスにて連絡致します。

２）会長ノミニー指名委員会設置が承認され、6名の会員により構成されます。

.. . .構成メンバーは、委員長に山本直前会長。副委員長に小池利昌パスト会長。

.. . .委員に小林会長・冨田会員・持田会員小椋幹事です。

３）10月に行われる台北城中ロータリークラブとの姉妹クラブ締結調印式の件に付き、日程および旅費見積もりが

.. . .小島姉妹クラブ委員長より報告されました。詳細につきましては、後日皆様に連絡致します。

.. . .多くの皆様に参加をお願い致します。

４）出席規定免除者（85年規定）の承認申請が提出されまして、14名の会員の皆様が承認されました。

.. . .特に出席奨励委員会の皆様、出席率の算出時に注意をお願い致します。以上、定例理事会の承認事項でした。

尚、8月14日は定款第5条第1節Ｃ項の規定により、休会となります。再来週8月21日は、加藤玄静ガバナーエレクトを

お迎えしての創立記念例会となります。多くの会員皆様の出席をお願い致します。

またお盆休みに体調を崩さないよう注意して下さい。以上、幹事報告と致します。

★ 誕生祝い ..... .誕生祝いの会員を代表して大谷会員にスピーチをお願いします。

最近喉を痛めまして、お聞き苦しいところご勘弁して下さい。8月は原爆が落とされた月であり、

私が怪我をした月でもあります。8月は、私にとって複雑な思いです。



★ 委員会報告

★ 姉妹クラブ委員会　小島一男委員長

台北城中への調印式、是非皆様方のご参加を

お待ちしております。

25日は、ゴルフも予定しております。

内容につきましては、事務局よりお送りさせて頂きます。

★内山俊夫会員　「ロータリーの友」購読の薦め

お手元にロータリーの友8月号がありますか？

今月は会員増強月間と言う事で、若い会員の 10％増を

目指しております。なぜ退会者がいるのか？そのあたりも

また、浅田様にお話をお願いしたいと思います。

入会3年未満の方のお話も載っております。

皆様、是非「ロータリーの友」を読んで下さい。

★卓話者紹介　渡辺栄一パスト会長

本日の紹介をします。2570地区のエースピッチャーです。

昭和12年生まれ。本庄南ロータリークラブに所属の方です。　

8代目の会長をなさった方でもあります。時間も10分延長と

言う事ですので、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 本日の卓話　　　　地区会員増強維持強化委員長　浅田進様

テーマ「ロータリー会員の現況について」

※卓話内容は週報の下にテキスト文書で掲載致しました。ご了承ください。

浅田進様　卓話風景



★ 謝辞　　　　　小林一好会長

退会防止に関して、大変素晴らしい卓話、

そしてご意見を頂きました。

本日は地区会員増強維持強化委員長の浅田進様、

大変お忙しいところ長時間卓話をして頂きまして、

ありがとうございました。

★スマイルボックス委員会 ★出席奨励委員会　植田委員長

にこにこ報告　古沢勇治委員長 7月度出席状況報告　　　　　7月度、平均出席率　57.1％

.★ にこにこ報告　スマイルボックス委員会　　古沢勇治委員長

第2077回例会　　2008年8月7日

●

浅田進 地区会
員増強・維持
強化部門委員
長（本庄南Ｒ
Ｃ）

今日は拙い卓話にお付き合いいただき
恐縮です。 ● 持田会員

全国高校総体(空手道）インターハイ開
催中、行田アリーナへ、GO,GO,GO。

● 小林会長

浅田部門委員長様、卓話ありがとうござ
います。次回例会は休会です。8月21日
は、行田クラブ創立記念例会で、加藤ガ
バナーエレクトを迎えての例会です。
多数の参加をお願い致します。

● 内山会員
行田市民大学いよいよ開校、前講座10
月スタートになります。ポスター、申込
書よろしくお願いします。

● 小椋幹事
浅田様　卓話ありがとうございます。
皆様、お盆休み体調を崩さないようにし
ましょう。

● 永島会員

お蔭様で昨年からの念願の市民大学が
、市報ぎょうだ8月号に募集開始されて
、すでに3日で15名の申し込みがありま
した。隠れたロータリー活動です。

● 大谷会員 誕生の月を迎えてお祝いの品を頂きまし
た。

● 清水（義）会員
第1回誕生会、充分楽しませて戴きまし
た。最高でした。幹事の皆さんに御礼申
し上げます。

● 山本会員 8月7日　62歳になりました。お花ありが
とうございます。

● 鈴木（貴）会員
先週久しぶりに（30年くらい？）ホタルを
見ました。童心に帰った気分で、しばし
時間を忘れました。

● 石塚会員　 創立記念日をお祝いして。 ● 小島会員
誕生祝ありがとうございました。
鵜飼い竹亭　ほたる幻想的でした。

● 小菅会員

浅田様、本日は卓話ありがとうございま
す。先週は家族旅行でお休みをいただき
ました。お蔭様で2Kg程太ってしまいま
した。

● 小山会員
浅田様猛暑の中、卓話ありがとうござい
ます。

● 以下同文
清水（治）会員、小池（英）会員、渡辺会員、福島会員、冨田会員、諸貫会員、湯本会員
武笠会員、田山会員、小沢会員、小池（利）会員、碓井会員、境野会員、鴨田会員、
古沢（勇）会員

● 合計　36,000円

.★ 点鐘

本日の卓話　次のページに記載致しました。（２ページ）



2008～09真下年度　会員増強・維持強化部門方針と計画

2008.4.29
会員増強・維持強化部門長

浅田　進

＊　ＲＩ 李 東建（D.K.Lee）会長“会員増強目標”指示
2009年3月31日までに

1．1名の会員純増（必須）

2．１０％の会員純増（推奨目標）

詳細はクラブへ配布済みのＲＩ会長賞リーフフレットを参照

＊ 会員資格条件の規定が改正された　別紙参照
ロータリー財団学友ならば、ロータリーの会員に
事業上の裁量権のない一般市民でも社会奉仕活動をしていれば、ロータリーの会員に

＊「退会防止」の文言が「会員維持」に変更された。（ロータリー研究会）

１　基本方針：急がば回れ

当部門のスタンス
当部門の活動は増強も維持も各クラブが実行するものであり、従って地区単独で活動しで達成できる
性格のものではない。部門はクラブに対して、働きかけ・示唆・助言・支援が使命である。

　純増１名以上達成と維持強化に向けての研修

　会員減少に対する危機意識の喚起と増強意欲の醸成

　クラブ奉仕管理運営部門とタイアップした協働活動

会員維持強化のためにはクラブレベルでのロータリー知識向上の有効性を認識する

年度の上半期は勧誘見込者の開拓と維持強化とし、下半期は増強に注力する

　クラブに活動状況を照会し、集計結果をフィードバックし情報の共有を図る

２　活動計画

-1　会員増強

数値目標＞＞純増１名以上

目標設定＞＞自然減１０％を見込んで　減見込みプラス１名以上で設定

活動計画

勧誘見込者を探す・増やす

1「地域へのロータリークラブ認識運動（市民例会招待活動）」（詳細別紙）

地区広報委員会から呼びかける。

2　勧誘見込み者の紹介運動

所属クラブ所在地域外に居住の友人知人にロータリーについて説明入会を勧奨願い、興味があるよう
だったら部門に紹介頂き、部門からエリアクラブに連絡し、連絡を受けたクラブが勧誘活動する



-2　維持強化

・クラブでのロータリー知識のレベルアップ

・クラブの教育力の向上

新入会員の定着＞＞ロータリー知識を付与する

　　　　　　　＞＞部門で研修会を企画する

ベテラン会員のロータリー知識の向上を図る

・クラブ奉仕部門研修委員会とタイアップ

　　　維持強化にＣＬＰの有効性・必要性を強調

・研修例会の開催呼びかけ

　　研修資料別紙

-3　表彰

・ＲＩ会長賞への挑戦推進

・被表彰対象者＞＞新入会員推薦会員

・表彰内容＞＞過去１年間に新入会員入会させた推薦会員

＞＞在籍３年以上の新入会員の推薦会員

　　・月信掲載新入会員紹介欄に推薦者も併記する

-4　出前研修会の実施

・上半期中に第１～第５グループ毎に地区役員が出向き研修会を開催する

-5　８月会員増強月間

　実施例

　　・会員増強・維持強化のためのクラブ協議会開催

　　・勧誘見込者の取りまとめ

・市民例会招待活動の実施

-6　ＲＩ会長主催「会員基盤増強会議」（７月７日）クラブ会長以下の参加要請

　詳細は「ロータリーの友」４月号ｐ２９参照


