
会長：　武田 和則 / 幹事：石渡 健司 ： 例 会 日：木曜日
クラブ会報委員会： ： 午後 12:30開会

委 員 長 ：境野 登章 ： 会.....場：アイトピア

　　副委員長 ：永島 健雄

第２２１７回 第 七 回 例会 （2011年 8月25日）

☆ 点鐘

☆ ロータリーソング斉唱　　

☆ 四つのテスト唱和

☆ 来訪者紹介 　　 武田和則会長

☆ 会長報告　　　　 武田和則会長

☆ 幹事報告... .... 石渡健司幹事

☆ 委員会報告

☆ 本日の卓話 2570地区クラブ奉仕部門委員長 山口茂様

☆ 謝辞 　　　　 武田和則会長

☆ 出席奨励委員会　 　　　 野口一信委員長

☆ スマイルボックス委員会　井上真弓委員長

☆ 点鐘

★ 点 鐘　 ★ 来 訪 者 紹 介 

2570地区、クラブ奉仕部門委員長の山口茂様です。

★ 会 長 報 告　　　 武田 和則会長

皆様こんにちは。８月は、会員増強および拡大月間となっており

ます。本日は、第2570地区のクラブ奉仕部門委員長の、山口茂

様に卓話をお願い致しましたところ、先日山口委員長様よりメー

ルを頂きました。行田ロータリークラブに、一度は伺いたいと思っ

ておられたとの丁重なるご挨拶を頂きました。誠に有難うございま

す。卓話のテーマは、「会員増強は永遠の課題」との事。まさに

その通りと思います。会員一同、楽しみにいたしております。そこ

で行田ロータリークラブの会員数の流れが気になり、私なりに調

べてみました。私事で申し訳ありませんが、私が入会してからの

流れを話させて頂きます。私が入会したのは1995年、平成7年で

、15年前の29周年の時でした。会員数67名で、平均年令は

55.8才でした。50才台が22名、40才台が21名でした。現在は会

員数56名で、平均年令が60.6才です。50才台が17名、40才台

が6名、若い世代が少ない事が、わかりました。

そういえば私が入会した頃は、良し悪しは別として行田ロータリ

ークラブには若さがあった事が思いだされます。私は年長者から

数えて、１８番目です。また入会年度から数えても１８番目で、年

長者からと入会年度からでは違うんですが、なぜかピッタリと数字

が合ってしまいました。エースの背番号は１８番と、縁起の良い順

番となってしまいました。本来は入会からだと２０番目なのですが

、事情があり２番繰り上がって18番目となっております。不思議な

縁を感じる次第であります。私はこの様な事を話しようと思って、

数を数えたのではありません。もしも私のあとに入会者がいなかっ

たとすれば、会員は現在１８名しかいなかったと言う事になります

。その後多くの入会者がおり、退会された会員もおりますが、現

在は38名の入会者がおります。過ぎ去った１５年は短く思ってお

りましたが、結構長かったのだと実感致しております。また新入会

員を推薦してもらわなければ、会員は入会できません。推薦して

頂いた会員様、そして入会された会員様に、敬意を表します。誠

にありがとうございます。行田ロータリークラブの会員が最大にな

ったのは、私の知っている範囲では、湯本会長の時に74名。黒

渕会長の時に73名でありました。わずか6年の間に、19名が減っ

てしまいました。景気が悪い所為もあるかと思います。お亡くなり

になられた会員もおられますが、多くの会員が退会致しておりま

す。会員の維持と会員の増強は、どのようにすれば良いのでしょ

うか？まさに永遠の課題と思われます。それにはより魅力あるクラ

ブにならなくてはならないと思います。本年度のテーマであります

「親睦と奉仕で更なる活力を」との精神で、事業を着実に継続す

る事だと思われます。本年度児童擁護施設のケヤキホームとの

交流事業が出来るのも、また他の事業が出来るのも、56名の会

員のお陰であると感謝致しております。それでは会員の維持と会

員の増強をするにはどのようにすれば良いのか、地区クラブ奉仕

部門委員長の山口茂様の本日の卓話のテーマであります「会員

増強は永遠の課題」の卓話を、会員皆々様に良くお聞き頂いて

、大いに会員維持と会員増強に努めて頂くようお願い致します。

以上を持ちまして、会長報告を終わります。

ご清聴ありがとうございました。



★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

８月２３日（火）に、白河ロータリークラブに４５周年式典キャンペ

ーンに行って来ました。メンバーは、武田会長・湯本副会長・山

本パスト会長・小林４５周年委員長・小菅姉妹クラブ委員長・小

椋親睦委員長、そして幹事の７名でした。キャンペーン会場の

様子は、テーブルに写真を配布しました。ご覧下さい。

本日ですが、例会後に桑名北ロータリークラブに４５周年式典

キャンペーンに行って来ます。メンバーは、武田会長・湯本副会

長・小林４５周年委員長・小菅姉妹クラブ委員長、そして幹事の

５名で行って来ます。

ケヤキホームの生徒さんより、先日のジェットスキー例会の感想

文を頂きました。新鮮な体験の様子が書かれています。各テーブ

ルに感想文を置かせて頂きましたので、是非ご一読下さい。

第３２回商工祭「浮城祭り」に行田ロータリークラブとして協賛しま

す。以上で幹事報告を終わります。ご静聴ありがとうございました。

★ 委 員 会 報 告

※ケヤキホーム交流委員会　　阿部克也委員長

先日のケヤキホームとの交流会では、子供たちにとても喜んで

頂きました。施設側から、子供たちの喜びの声が届いております

。皆さんのテーブルの上に、子供達のお礼を文集にしたものを、

置かせて頂きました。今は物が溢れている時代ですが、それなら

体と体をぶつけ合って心のふれあいを感じる催しをしたいと言う事

で今回の交流会を行いました。以上、ご報告申し上げます。

～～その後、子供が書かれた文集の紹介がありました。～～

～委員会報告　右のページへ続く～

～委員会報告　左のページより続き～

※ 姉妹クラブ委員会　　小菅克祥委員長

先日、白河ロータリークラブに当クラブの45周年記念式典のキャ

ラバンに行って来ました。例会が終わったあとに、懇談会を行いま

した。白河の人は、10数名出席して頂きました。皆さんのテーブ

ルの上に、白河で撮影した写真を置きましたので、見てみてくだ

さい。今日はこれから、桑名北ロータリークラブの方に行って来よ

うと思っております。以上、ご報告申し上げます。

★ 卓話講師紹介　山本憲作委員長

今年度のクラブ奉仕部門委員長です。熊谷南ロータリークラブの

方で、当クラブの小池利昌さんと同期のパスト会長でもあります。

職業は、「カメラのこばやし」さんの代表取締役でございます。趣

味はクレー射撃です。こちらでも、様々な役員を行っております。

山口様、本日はどうぞ宜しくお願いします。

★本日の卓話
2570地区クラブ奉仕部門委員長 山口茂様

～本日の卓話　次のページ左に続く～



～本日の卓話　前のページより続き～

卓話テーマ： ～会員増強は永遠の課題～

2011年度-2012年度、立原雅夫ガバナー年度がスタート致しま

した。8月は会員増強月間であり、1人でも多くの適格者にクラブ

入会の興味をもってもらう為に、また、クラブ会員の減少を防ぐ為

に、クラブは内部拡大の為に現行規定を充分且つ意図的に利

用し、多くの会員が例会出席したくなるプログラム内容の充実が

必要と考えます。クラブ会員増強は貴クラブの将来の為にも、円

滑なクラブ運営、そして地元地域社会への奉仕活動を持続して

いく為にも、会員増強が絶対必要条件となります。また会員の維

持も重要で、会員増強と会員の維持は両方大事となります。RIで

は、クラブの活動はクラブレベルで行われ、クラブの活動と会員

の現状について各クラブで全会員と共に検討するように求められ

ており、各クラブは「こう言うクラブになりたい」と願うクラブになる

為にはどの様に変わっていくべきかについて、考える必要がある

と言われております。

当2570地区の2011年7月1日現在の集計

会員数　1,735名　クラブ数　53

会員数　　　　　　　女性会員数　　　　1クラブ平均女性会員数

第1G会員数　318名　　第1G　　16名（5.31%）　　　 （1.45名）

第2G会員数　233名　　第2G 　 11名（4.72%）　　　 （1.22名）

第3G会員数　422名　　第3G　　18名（4.26%）　　 　（1.5 名）

第4G会員数　389名　　第4G　　19名（4.88%）　　 　（1.72名）

第5G会員数　373名　　第5G　　12名（3.21%）　　 　（1.2名 ）

合　計　　1,735名　　合　計　 76名　 平均 1.43名

会員増強方法の一部抜粋

① 年度会長が、自ら会員増強を行い熱意をもって望む。

②潜在的な職業分類を探り、地域社会内の事業及び専門職の

...新業種の該当する資格ある候補者を探し出す。

③クラブ会員には、全員に会員増強に意識を持ってもらう

...（特に女性会員の勧誘）

④貴クラブの協議会等により、クラブ内にて

...会員増強・会員維持について協議する。

⑤グループガバナー補佐と連携して、会員増強を行う。

会員増強の活動方法資料は、2011年5月14日の2570地区

会員増強セミナーにて配布の会員増強セミナーの3つの要素と

、先般7月14日広報・記録セミナーにて配布させて頂いた

ROTARY（あなたも新しい風に）と、ROTARY（ロータリー世界と

日本）の冊子2部を参考にして頂ければ幸いです。8月の会員

増強月間が貴クラブの実りのある月間となり、今年度が2570地区

として会員数が増え、貴クラブが充実した年度になる事をご祈念

致します。

★ 謝 辞 武田和則会長

山口様のお話を元に、会員維持増強に頑張っていきたいと思い

ます。本日は、大変お忙しいところ卓話に来て頂きありがとうござ

いました。

★ 出席奨励委員会　野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 56名

A ・ 85年規定承認者 11名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 31名

B ・ 各承認者の例会出席者 5名

MU ・ 本日のメーキャップ者 2名

本 日 の 出 席 率 66％

★ スマイルボックス委員会　 井上真弓委員長

～ニコニコ報告　次のページに記載～



★ ニ コ ニ コ 報 告

● 武田会長
地区クラブ奉仕委員長山口茂様、ようこそ

いらっしゃいました。卓話ありがとうございます。

● 石渡幹事 山口様、本日卓話よろしくお願いします。

●

2570地区
クラブ奉仕
部門委員長
山口茂様

本日は卓話依頼いただき、大変ありがとうござ

います。行田RCの会員の皆々様には前年度

IMでは大変お世話になり、諸貫健一様、小

山博様、渡辺様のお父様の栄一様、小池利

昌様はじめご指導、ご鞭撻を頂き感謝致して

おります。本日は大変楽しみにしてお伺いさ

せて頂きました。

● 諸貫会員

2570地区奉仕部門委員長山口茂様、行田

RCへようこそ。私はガバナー補佐の時、熊谷

南RCさんに大変お世話になりました。ありがと

うございます。

● 永島会員

お陰様で8月23日忍の行田の昔話の会創立

総会が行われました。また、博物館友の会会

報に“郷土の誇り”見沼代用水について投稿

しましたのでよろしくお願いします。

● 山本会員 山口様、本日はありがとうございます。

● 小林会員

山口様卓話ありがとうございます。

8月23日白河RCへキャラバンに行き、多くの

参加がありそうです。これから桑名北RCへ

キャラバンに行きます。

● 清水義夫会
員

山口委員長さん本日はようこそ。

● 蔭山会員 山口様卓話ありがとうございます。

● 古沢会員
山口地区クラブ奉仕部門委員長様、ようこそ

行田クラブへ！卓話楽しみにしております。

● 小山会員
当地区クラブ奉仕部門委員長山口様、卓話

ありがとうございます。心して拝聴いたします。

● 小菅会員
例会終了後、桑名北ロータリーに

行って参ります。

● 黒田会員
少しずつロータリーの活動に慣れて行きたい

と思います。

● 井上会員

先日、行田市役所職員マナーセミナーの講

師をさせていただきました。B-1グランプリでお

もてなしの心が発揮される事と思います。

● 以下同文

湯本会員、中島会員、大野会員、内山会員、

鴨田会員、宮内会員、小沢会員、斉藤会員、

持田会員、阿部会員、小椋会員、渡辺会員、

境野会員、柿沼会員、倉持会員、野口会員

●

本日のニコニコ　３８,０００円 頂きました。

ありがとうございました。
（順不同にて報告しました。）

★ 点 鐘　　　武 田 和 則 会 長
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