●友好クラブ
韓国・龍仁ロータリークラブ
国際ロータリー第 3600 地区
台湾・台中文心ロータリークラブ
国際ロータリー第 3461 地区
●姉妹クラブ

第 2081 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

７月 20 日 №３
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

会員増強委員長
昨年の卓話にて、
「会員増強とは？」
「必ずし

早川

正彦

多くの人々にロータリー活動を理解して頂く機

なければ、いけないことなのか？」
「しなけれ

会を提供することで会員基盤を強固にし、「地区

ば、どうなるのか？」そして、
「だから、増強

ビジョンの実現」を目指し、20 年 4 月時点の会

が必要です。
」という話をさせて頂きました。

員数 2306 人を 2396 人以上、女性会員比率 15％

本日は RI 会長方針から報告致します。RI で

を目指すことが増強の目標です。

は現在 120 万人いる会員数を、130 万人に増や

昨年度よりコロナ禍で発足が遅れている増強

す事を目標に掲げ、そのため「EACH ONE BRING

チームを早急に発足し、会員数 40 名に戻すため

ONE（会員一人一人が、まずは一人の会員を入

「EACH ONE BRING ONE」の実行を行いたいと考

会させる）
」の実行を目標・方針としています。

えておりますので、ご協力をお願い致します。

また第 2780 地区方針として、
「ポリオ根絶と

では地区研修協議会での増強活動にあたり、

会員増強」を掲げており、そのためには「奉仕

まずは「クラブの棚おろし」をとの事で、本日

は誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊かに

は「クラブの健康チェック」を行いたく、簡単

する」ことを心から実感して行動する事により、 な設問に答えるだけです。＜各自にて、記入＞

それでは、本日の「クラブの健康チェック」の

処方箋：認知度を高めるようなイベントを企画す

結果・報告です。尚、回答者の総数は、14 名です。

る。ブランドリソースセンターからダウンロード

〇健康チェックポイント１：クラブでの経験

可能なテンプレートをカスタマイズして、クラブ

ほとんどの設問で、10 名以上がイエスですが、

のパンフレットをつくる。

「例会で会員が毎週違うテーブルにつき、違う会

〇健康チェックポイント 5：運営

員と話せるようにしている」
、
「毎月会員や地元市

「役員は My ROTARY を使ってロータリーの手続き

民の貢献を称えたり、紹介したりしている」の 2

を行っている」
「毎年、会員満足度調査への記入

つの設問に対しては 5 名以下です。

を会員にお願いしている」以外はイエスでした。

処方箋：会員の期待に沿うために、
「会員満足度

処方箋：My ROTARY「クラブの運営」のセクショ

アンケート」で会員のニーズや要望を調べる。例

ンから各種レポートを見たり、会員情報の追加・

会で、ロータリーの動画やロータリーショーケー

更新・削除を行ったり、入会候補者の情報を管理

スの写真や情報を見せることによって、ロータリ

する。会員満足度調査を活用して会員の声を集め、

ーが世界中で実施している活動を紹介する。

新しいアイデアを試行する。このアイデアが成功

〇健康チェックポイント２：奉仕と親睦

したら、クラブ細則を適宜変更する。

ほとんどの設問で、半数以上がイエスですが、
「家族同伴で、例会や行事に出席することを奨励
している」
、
「実施するプロジェクトを決める前に
地元のニーズについて、地元リーダーや市民の声
を聞くようにしている」
、
「新しいプロジェクトを
決める前に“ロータリーアイデア応援サイト”を
参照するようにしている」
、
「ロータリーの重点分
野や、奉仕部門に沿った奉仕プロジェクトを実施
している」の 4 つの設問に対しては 5 名以下で、
「新しい・・」では 0 名でした。

優勝：
サンダースＪＢＣ
準優勝：
谷口ファルコンズ
第３位：
旭フェニックス
上記の３チームは秋季
神奈川大会に出場

処方箋：「地域調査の方法」、
「グローバル補助金
ガイド」ロータリーアイデア応援サイトを参照し
て、プロジェクトの質を高める。
〇健康チェックポイント３：会員増強
「職業や関心事について、会員が例会で卓話する
機会を設けている」以外の設問で、5 名以下とな
り、大変厳しい結果となりました。
処方箋：「増強ガイド：地域に合った計画を立て
よう」を参考に増強計画を立てる。ワークシート
を使い、入会候補者の情報を集める。退会者アン
ケートを活用し退会理由を理解する。退会者に対
し、再入会や移籍の機会があることを知らせる。

〇ロータリー財団セミナー報告 諸隈財団委員長
地区財団セミナーが、７月 17 日（土）に「アイ

新会員のオリエンテーションと、指導力育成セミ

クロス湘南」にて行われました。対面出席者が 65

ナーを実施やラーニングセンターの活用を勧める。

名、Zoom 出席が 25 名で、内容は地区財団委員会の

〇健康チェックポイント 4：公共イメージ

説明や、財団学友のメッセージ、地区補助金事業

「例会場に、ロータリーの標識やバナーを掲げて

の紹介などでした。財団の標語は“世界でよいこ

いる」以外の設問で半数以下となり、大変厳しい

とをしよう”とのメッセージです。これから財団

結果となりました。

寄付を集める際はご協力を宜しくお願い致します。
（概要にて）

尚、地区大会は、2022 年 10 月 15～16 日を予定
しているとのことです。
➁ポリオ根絶卓話について要望があり、中村地区
ポリオブラス委員が 9 月 14 日、当クラブで卓話
予定ですが、幅 1.5m のポスターを掲示したいの
で、ホワイトボード等を用意して欲しいとのこ
とです。会長幹事会の場で、卓話内容を一部披
露して頂きましたが、大変興味深い内容でした。
皆さんも楽しみにして頂ければと思います。
③「世界ポリオデーIN2780」企画概要について説
明があり、第 5 グループでは 10 月 10 日(日)14
本日は、クラブフォーラム「会員増強について」
を早川会員増強委員長にお願いしております。

時～「亀が池八幡宮」にてポリオ根絶・コロナ
終息祈願祭を行います。各クラブ 3 名の出席要

『近年では、40 周年時の 40 名をピークに会員

請があり、またポリオ募金キャンペーンを行う

減少が止まらない状況です。クラブ存続の危険水

かは各クラブの判断に任せたいとのことです。

域に再び入ってしまった感があります。だからと
言って、焦燥感や悲壮感を持って会員維持・増強
活動に臨む姿勢は好ましくありません。新会員候

●田後会長、阪西幹事

補者の情報をキャッチしたならば、すぐさま会い

①暑い日が続くようになりましたので、体調に十分気を

に行き、明るく楽しくロータリーの魅力を伝えら
れれば、自ずと良い結果につながるのではないか
と思い、それを実践する覚悟でいます。』と年度
当初の就任挨拶で述べさせて頂きましたが、やは
り何らかの促進策が欲しいところです。
会員紹介リーフレットの作成は、予算化してい

つけて過ごしましょう。
➁本日のクラブフォーラム、早川会員増強委員長、
宜しくお願い致します。
●小野 孝会員
暑中お見舞い申し上げます。
●櫻内 康裕会員

るところですが、さらに新会員の会費減免につい

①暑い日が続きますが、お体には気をつけて下さい。

て、皆様のご意見を伺いたいと思います。その上

➁早川増強委員長、宜しくお願いします。

で必要であれば、細則改正委員会として正式に審

●佐々木 敏尚会員

議することと致します。

①１７日（土）少年野球ジュニア大会の閉会式に参列し

第 5 グループ会長幹事会が、
7 月 14 日
（水）
18:00
～「敦煌」で開催されました。議事次第には 12
の議題が掲げられていましたが、とくに皆さんに
関係する項目を 3 つ選んでご報告します。
①津久井中央 RC から 2022-23 年度に向けて、第 5

てきました。暑かったけど、ＲＣのお陰で楽しい一日
を過ごせました。
➁本日のクラブフォーラム、早川委員長、２年連続で
恐縮ですが、宜しくお願い致します！
●伊倉 正光会員

グループ各クラブへの要請がありました。地区

早川会員増強委員長、クラブフォーラム宜しくお願

幹事予定者の森田正紀会員から、津久井中央 RC

いします。

の会員数が 20 名程度ということもあり、地区
副幹事を各クラブから 2～3 名出して欲しい。

●諸隈 武会員
早川委員長、本日はよろしくお願いします。

また、地区大会実行委員長予定者の杉本信一会

●藤本 恵介会員

員からは、地区大会実行委員を各クラブから 1

①毎日、暑いですね。皆様、体調にはお気をつけ下

～2 名、この 7～8 月に選出し、津久井中央 RC
へメールで連絡して欲しいとのことでした。

さい。
➁早川会員、会員増強について宜しくお願いします。

丸子

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

勝基

①インターアクト「ロータリー奉仕デー・地球環
境保全プロジェクト（海岸清掃）のご案内
先日開催のアクターズミーティングで企画し
ており、米山委員会が主体となり、米山奨学生、
学友、ローターアクトが参加予定となっており
ますので、各インターアクトクラブの参加のご
意向をお知らせ下さい。
日時：9 月 12 日（日）9:30 集合 集合場所：
江の島 清掃場所：鵠沼海岸（10:00～11:30）
出席対象者：米山奨学生、学友、ローターアク
ト、インターアクト及び学友、各クラブより青
少年担当者、カウンセラー

最近、私はもう８０才近くになるのですが、子供のよ
うに喜んだ出来事があります。ある方から評価して頂

２．第２６８０地区ガバナー事務所より、小冊子

いたことです。私は現在、事業経験を活かしてコンサ

「会員維持増強物語」の送付

ルタントをしており、自分も勉強しなくてはと思い、毎月

当地区では、会員増強アンケート調査を行い、
「会員増強物語－ベスト６０人の心－」を発刊し

１回、東京の権威ある経営研究所で講義を受けており
その著名な講師の方へ感想文を出していたのですが、

ましたので、各クラブに２冊寄贈させて頂きま

それが認められて、いわゆる特別研究員に推薦され、

す。増強のご参考にして頂ければ幸いです。

子供のように嬉しく思ったことです。（概要にて）

（冊子は回覧にて）

７月２７日卓話「災害及び事故の事例について」
櫻内 康裕会員
８月 ３日卓話 佐々木 敏尚会員
定例理事役員会
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ソングリーダー 河野 崇会員

１０日例会取止め（定款第７条１節により）
会

員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２７名

(Zoom３名含）２０名

１名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(7/6)

２名
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●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
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