＜2017 年 8 月 30 日 第 2494 回例会 No.53-8＞
『卓話：クラブ基盤強化と活性化について』
２．幹事報告：田中幹事
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今年度の補助金額が 58 万となり

会員

ました。

ロータリーソング（『それでこそロータリー』）斉唱

・9/6 のガバナー公式訪問が迫って参りました。当日はブ
レザー着用等、いまいちどご確認ください。

本日のゲスト

・高幡不動尊よりあじさいまつりの報告がきていますので、
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１．クラブ強化委員長：北村委員長
地区からお越しいただきありがとう

例

会

進

行

ございました。卓話ロータリーの友から

１．会長挨拶：小島会長

会員増強用に冊子が届いているのでご

卓話講師の皆様、本日は暑い中、お越

確認ください。

しいただきありがとうございます。ここ
最近の暑さについては、良くなったかな、

２．青少年奉仕委員会：横倉委員長

と思ったら暑さがぶり返す日々です。実

8/23 ジャミー君との交流会に来て

際、当クラブでも熱中症のため、もしく

いただ いて あり がと うご ざいま す。

は夏風邪でお休みする者もいます。皆様もひどい暑さです

8/13 から 10 月まで山下さんがホス

ので体調管理にはお気をつけていただければと思います。

トファミリーとして受け入れていただ

本年度国際ロータリー会長イアン・ライズリー様からメ

いておりますが、会員全員に懇親を深

ッセージをいただいています。8 月は新クラブ結成、会員

めて欲しいので、簡単な食事の機会を会員毎にひらいてい

増強の月です。メッセージの中に、自分がロータリーに入

ただく企画を考えています。可能な方はお申し出ください。

った時の生い立ちといいますか、ロータリーの良さを改め

せっかくジャミー君には来ていただいているので、皆様の

て思い出して、テーマに掲げている変化をもたらすような

積極的なお申し出お願いいたします。

クラブ運営ができればと思いますので、引き続き皆様には
よろしくお願いいたします。

３．ニコニコ発表
後述します。

年部として、新世代の人達、ライラ、インターアクト、ロ

本日のメインプログラム

ーターアクト等と関われるため、若人からも得るものを得

「クラブ基盤強化と活性化について」
講師：高橋 秀明 様

たうえで活動をしていくことができるのが魅力の一つと
言えます。ちなみに、ロータリーの三大義務を皆様ご存知
でしょうか。ロータリー三大義務とは、①会費の納入②例

講師紹介：

会への出席③ロータリーの友の購読であるとされていま

高橋

秀明

様

・国際ロータリー第 2750 地区
会員委員会会員増強維持委員会

す。ロータリーの友については、冊子がございますので、
この機会に改めてご愛読いただければと思います。
ロータリーの会員数については、ここ 5 年前に比べると

副委員長

下げ止まっており、会員数は若干数増加しているデータが

※東京町田サルビアロータリーク

残っています。一方で、年齢層については 40 歳以下の経

ラブより出向

営者については各地の青年会議所を中心に加入している
ため、若手の入会者については伸び悩んでいるところです。

卓話内容（概要）

会員増強もそうですが、

本日はクラブ基盤強化と活性化について、お話しいたし

会員退会を防止すること

ます。まず、私が所属する会員委員会を紹介させていただ

も必要です。会員の減少

きますと、３つの小委員会（会員増強維持委員会、会員サ

は、奉仕活動の縮小、資

ポート委員会、クラブ情報委員会）から構成されています。

金力の低下に繋がります。

2017-18 年度のテーマＲＩとして「変化をもたらす」、

退会された方がおっしゃ

2750 地区テーマとして猿渡ガバナーの「チームはクラブ

る理由としては、つまら

のために」と同じく、地区の重点目標の一つとしても「会

なかった、人間関係が作れなかった、クラブの人たちと意

員増強」が掲げられています。会員増強の目標として、具

見が合わなかった、仕事が忙しすぎる、病気、仕事を引退

体的に数が設定されています。50 以下のクラブは 1 名の

した、忙しい、入会金が高いといった個人的な理由のほか、

純増、かつ女性会員は 1 名、40 歳未満の会員は 1 名の純

他の異業種交流会に所属している等、組織が多様化してい

増が目標、及び、51 名以上のクラブは 2 名の純増、かつ

ることも一因としてある様子です。

女性会員 2 名、40 歳未満の会員は 2 名の純増が設定され

しかしながら、自分たちがロータリーに抱いている魅力、

ます。要するに、各々40 歳未満の女性会員が増えれば最

熱意が相手に伝われば相手も検討してくれるはず。会員増

低限の目標が達成できることになるのです。

強は地区が行うのでも、各クラブの増強委員がやるのでも

さて、いざ会員増強に

なく、個人個人が持っている魅力を伝えることが大切であ

関わる活動をしていると、

るし、意味がある。それらをチームとなって行えばより効

よくあることとして、会

果が高まる。また、入会した後は誘った人物はもちろんの

員候補者の方から「ロー

こと、同じ年代、業種の方々とも連携をして入会者を一人

タリークラブとは何か」

ぼっちにさせない等の配慮が必要。

という質問がきます。そ

会員増強の補助として、クラブ卓話用講師リストを作成

れに対する回答は「今ま

している。ロータリアンの方、一般の方々で都合が合えば

で社会で培ってきたことを、社会に還元したいと考える

快く引き受けていただける講師のリストなので、活用願い

様々な職業の人の集まり、歴史もあり、世界に広がる大規

たい。また、マイロータリーにも旬の活動の情報を載せて

模な組織、ざっくりと言ってしまえば国際的な奉仕団体で

いるので参考にしてほしい。その他会員委員会が年に一回、

ある」と答えてくれればいいかなと思います。そして、組

会員増強セミナーを開催しておりますので、活発な意見交

織としてのしっかりとした取り決めがあり、例会の出席、

換等していただき、次につながる活動となればと考えてい

欠席した場合のメークアップ、例会中のマナー、ＲＩの細

ます。以上、様々な試みを行っておりますので、それらを

則、四つのテスト、委員会活動への積極的な参加等を補足

活用しながら、会員増強に努めていただければと思います

説明する必要があるでしょう。また、活動時にクラブの青

ので、よろしくお願いいたします。

ニコニコ報告
小島会長

本日のスナップ

親睦委員会より

国際ロータリー第 2750 地区会員委員会・会員
増強維持委員会副委員長高橋秀明様、会員委員
会会員サポート委員会委員小野肇様。本日はよ
ろしく御願致します。

田中幹事

会員委員会、会員増強委員長高橋様、会員サポ
ート委員小野様。ようこそいらっしゃいませ。
卓話楽しみにしております。

清水会員

よんどころない用事で早退いたします。

西山会員

申し訳ありません、鐘忘れました。来週は必ず
持ってきます。

※その他、市倉祐一様より、ジャミー君歓迎会にてお祝い金
をいただいたため、本日のニコニコに計上しています。

17-18 年度 ニコニコ 合計
本日のニコニコ：

累計
ビジターフィー：

累計

出席報告
・事前 MU

14,000 円

181,500 円
0円

19,000 円

出席奨励委員会より

井村会員、飯作会員、小峯会員、杉田会員、吉田会員、安島会員

日

会員総数 (出席免除数) 出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告（8/30）

35（3）

20（2）

事前 6（1）

9

74.29 %

前回訂正（8/23）

35（3）

23（2）

4+0

7

76.47 %

前々回訂正（8/9）

35（3）

21（2）

（4）+ 0 + 0

8

75.76 %

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子）

