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【 本日のプログラム 】 8月20日 卓話 「土を触る悦び」 富澤 克司 会員
【 次回予告 】 8月27日 夜間移動例会 「納涼夜間例会」 場所 北京飯店
【 第1774例会 】 平成27年8月6日（木） 【 司会SAA 】 松崎 正実 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 池澤 利男 君

会長の時間

橋本 日吉 会長

ラブは、そのままでも良いのではとも思っていま

皆様、暑中という

す。本質のところをご理解して頂ければと思い

よりは、酷暑お見舞

ます。

い申し上げますと言っ

さて今日は、「みんなで考えよう会員増強・会

た方がふさわしいよ

員維持」をテーマにしたクラブフォーラムです。プ

うな日が続きます。

ログラムやクラブ活動などロータリー全般につ

体調管理には、くれ

いて、会員にとつてより良い奉仕活動をするた

ぐれもご 自愛の程

めの意見交換を目的とするクラブ全会員の公

宜しくお願い致します。また本日は今から70年

式会合すなわちクラブ討論会です。

前広島に原爆を落とされた日でもあり考え深

「クラブ運営管理に関する提案等」は、理事

い日でもあります。今年度もあっという間に1ケ

会やクラブ協議会で、「奉仕についての意見表

月が経過し、8月に入って来ました。

明や提案等」は、クラブ討論会即ちクラブフォー

今月は、会員増強及び拡大月間であります

ラムですべきとなっていて、直接例会で討議は

が、先週委員会報告で有りましたように、RI・地

してはならないのが原則です。理由は、「例会と

区からの通達があり急遽、「会員増強及び拡大

は、会員と来訪者の親睦の場であるから」とさ

月間」から「会員増強・新クラブ結成推進月間」

れており親睦の場に議論の起こるような種をま

に変更になりました。年度始まって途中での一

かないように組織上の配慮がされています。

方的変更はいかなるものなのかと私には、理解

本日は、今年の会長ターゲット方針の実現の

しにくいところがあります。何れにしても、我がク

重要な一つである会員増強と維持についての

会員数

出席者

43名

26名

出席率
70.27%

前々回修正 出席免除
76.92%

8名
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欠席者 11名(敬称略)
阿萬、荒井、橋本（吉）、引田、入江、板垣、岸、北島、
小松、苗加、梅野

クラブフォーラムを、会員増強・会員維持委員

加をお願いします。

会で開催して頂きます。3年後5年後の我がクラ
ブの理想あるべき姿を見据えて、積極的なご

祝いの方々

意見やご提案を頂きたいと思います。3年後5

親睦活動委員会

長谷川 清 委員長

年後10年後我がクラブが、もっともっとワクワク
楽しくなるクラブなるためによろしくお願いしま

会員誕生日

す。

配偶者誕生日 山崎 桂子 夫人

8月9日

結婚記念日

8月8日

幹事報告

辻 彰彦 幹事

古木 勝治 君
石川 達男 君

8月12日

①東慶州ＲＣ会長エレクト来日について、来日予
定が報告されました。
②次回の例会（8/13）は取りやめ例会です。
第二回理事会報告
①「ご苦労さん会」、「夜間例会」収支について
承認されました。
②7月度会計執行状況について承認されまし
た。
③東慶州ＲＣ訪問について9月10日～12日の
日程で訪問することが承認されました。
④出席免除申請について承認されました。
委 員 会 報 告
姉妹クラブ友好委員会 中島 康次郎 委員長
クラブフォーラム

例会前の理事会にて
決定されましたので 東慶

「会員増強拡大月間に際して

州ロータリークラブへの訪

みんなで考えよう会員増強・会員維持」

問のご案内をさせて頂き
ます。

会員増強・会員維持委員会石川達男副委員長

前年度の予定でありました定例の離就任式
への訪問が、かのマーズ騒ぎにより一時取りや

グループＡ

めになっておりましたが、公的に騒ぎも終息し

1．プログラム

たという事で東慶州の要望もあり9月10日か

・理事やプログラム委員会のみがプログラムを

ら12日の予定です。扱いとしましては、前年度

決めるのではなく、会員一人一人が関われる

と今年度の合同で実施をさせて頂きますので、

ようにしたほうがいい。それにより個々の要望

前回予定をされていた方に限らずふるってご参

や、新たなニーズを掴むことができ、魅力的な

2

発表者 野口 宏

例会を作ることができる。

ンの内輪話しが多くなりがちですが、ロータリー

・委員会の開催を積極的に行い、新しいメンバー

の情報が無く出席された方にも、大和中クラブ

に意見や役割を持ってもらうことで当事者意

に興味を持ってもらえるようなプログラムの工

識を持ってもらうようにしたい。

夫も欲しいと考えます。

2．奉仕プロジェクト

個人的な話で恐縮ですが、今年度は女性増

・何の為の奉仕か、新入会員も含めもっと考え

強担当という役目になっています。しかし、会員

抜いた方がいい。

増強の王道は、日々意識して大和中クラブに相

・奉仕プロジェクトには外部に向けたPRの意味

応しいと思われる人を心がけてチェックするこ

合いも大きい。外からどのように見られるかも

とだと思います。そういう意味では男女関係無

意識したプロジェクトとしたい。

く、クラブに溶け込んで生涯の友人となれるよ

3．どのような方に会員になっても らいたいか

うな人に入会してもらいたいと思います。

・入会前にロータリーとはどういうものか、きち
んと伝えることが必要。

グループＣ

・入ってすぐにメリットがあると思われると、間違

発表者 石川 達男

大和中ロータリークラブの会員増強について

いとなりやすい。（特に仕事がらみ）

3の観点から話し合いました。プログラムを作る

・会員拡大、維持活動は担当委員会のみでな

に際して会員増強につながるような事。奉仕事

く、クラブが一体として行うもの。同一行動、同

業で新会員に伝えられる事。どのような会員が

一認識を持つべきである。

ロータリークラブにふさわしいか。
まずプログラムを作る時、例会の卓話者をそ

グループＢ

発表者 石川 健次

の時々の話題性のある人物を選んでいるので

今年度のプログラムは増強を意識して、毎月

しょうか。予算の都合もありますが、魅力ある例

のように夜間例会が企画されているようなので、 会作りが大切です。夜間例会も親睦を深める
ここでは夜間例会について申し上げます。

ためによろしいでしょう。

気になっているのは、過去に何度か開催され

奉仕事業はロータリーの公共性などを広く

た夜間例会においてリストアップされて出席さ

知ってもらう活動が必要です。米山奨学基金

れた沢山の会員候補者のフォローのことです。

などは日本とアジアの国々との友好親善に寄

年度が変わると何も継承されていないような

与しており、ロータリーメンバーの一人ひとりか

気がしますし、仮にこの方たちの半分でも入会

ら発信していく努力が必要です。ロータリークラ

されていれば今頃は大所帯かもしれません。

ブを１分で説明するプログラムは素晴らしい効

ここ数年間の夜間例会にお招きした結果が

果を上げると思います。又、ロータリーにおける

キッカケになり、その後入会された方も数名は

事業の経営者であり、人のために何が出来る

おられますが、その中には青年会議所や中クラ

か考えられる人です。限られた人を集めてロー

ブに友人がいるなど、事前にある程度の下地

タリークラブのステイタスを高め、ロータリークラ

ができていた人もいたはずです。

ブの魅力を発信して行きましょう。

そうなると、夜間例会では自然にロータリア
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グループＤ

発表者 中島 康次郎

た方が良いのではと大変貴重なグループ発表

会員増強を推進するために

となりました。

◆例会を楽しく ➡︎ 魅力あるゲストを呼んでク

各グループで討議された貴重なご意見や提

ラブの魅力の一つとする。

案を集約して、今期の活動に活かして行きたい

◆どんな会員 ➡︎ 会員の2代目に声をかける。

と思います。

◆現在も関わりの強い大和青年会議所さんと

本年度の増強目標4名です。皆様から一人1

のパイプを強くする為にも会同士や、クラブ

名お知り合いをご紹介していただけたら幸い

包みでの討論会的な懇親会を行いより大和

です。年間活動計画書の各例会や委員会行事

中クラブを知ってもらい次世代会員としての

に先づは招待して、次に年5回計画したゲストを

活躍の場を意識してもらいたい。 交通安全

お招きしての夜間例会に誘導して頂ければと

教室や、地域寄席等の地域への奉仕活動に

思っています。

誘う、新たな広がりを共有する事で次の活躍

委員会の皆様と会長幹事と協力して訪問を

の場としての更に意識してもらう。

して例会や夜間例会にお招き出来るよう行動
をして、成果に繋げて行きたいと思いますので

会長総括

ご協力をお願い致します。

皆さん長時間活発なグルーブデスカツシヨン

一人でも多くの仲間と知り合い、多様性のあ

によるフォーラム、ご協力ありがとうございまし

る企業経営者から学びや気づきをいただきな

た。また会員増強・会員維持委員会の皆様そし

がら、限りないクラブの発展と自己の成長に辿

て幹事、有難うございました。

り着けたら幸いであります。

本日のグループ毎の発表から3点を挙げさせ

本日はご協力有難うございました。

て頂きました。1点目は、過去毎年リストアップし
た候補者を継続的にデータとして共有化が必
要である。2点目は、中クラブに相応しい人をよ
く吟味して入れる必要があるのではないだろう
か。3点目は、会員増強は、一委員会や1人で
やるべきものではなく皆で共通認識をもってやっ

スマイルボックス

番 桂柳 委員

本日 \5,000 累計 \112，０００
山崎 賢二 君
女房の誕生日祝いをありがとうございます。
68歳の婆さんになりました。益々元気で困り
ます。
番 桂柳 君
本日、スマイル担当いたします。暑さに負け
ず頑張りましょう。

橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
本日のクラブフォーラム、積極的な討論「ワ
クワク楽しく」宜しくお願い致します。
石川 達男 君
結婚記念のお祝いをして頂き、ありがとう
ございます。上の娘も来年で20歳になります。
20年前の夏も暑い夏でした。
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