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会員数

出席会員
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出席率

本 日
806 回
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36 名

−

80.00%

前々回
804 回

50 名

45 名

36 名

9名
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＜幹事報告＞

橋本

修

還今年の夏は、ほとんど雨という結果に終わりそうですが、
そんな中、先週の納涼例会は、この夏一番ではないかと思
われる素晴らしい青空の下、叉、ロケーションの中で例会
が行われました。
西穂高口駅より歩いて数分、標高 2,156ｍ地点でストレッ
チ体操、R ソング、点鐘とマニュアル通りこなし、登山組
と下山組に分かれてそれぞれ懇親を深めました。若干日頃

亘

◎国際ロータリー第 2630 地区 ガバナーより
・ロータリーレート変更のお知らせ
８月１日から１$＝９４円
<岐阜県環境生活部人権施策推進課より>
・人権だよりＮＯ３８
<活動計画書>
・平塚湘南ＲＣ・桑名北ＲＣ

＜本日のプログラム＞
会員増強委員会担当例会
会員増強セミナー参加者の報告
高木会員

の運動不足が響いた方もみえましたが、無事予定通り終え
ることができました。

みなさん

谷口委員長さんを始めとする親睦委員の皆様方二度に渡

でお時間をいただきありがとうございます。今日の委員会

っての事前調査など、本当にお疲れ様でした。ありがとう

は先だって岐阜で行われました会員増強セミナーの報告

ございました。

という形で行なわさせていただきます。さる 7 月 19 日に

この様子を、ロータリーの友に投稿していただく様に、広

岐阜都ホテルで第 2630 地区の新会員会員増強研修セミナ

報・親睦委員長さんにお願いをしました。
次に、来週はお盆休みになりますが、その後は 100％例会
となっておりますので、スケジュールの調整と体調を整え
ていただきまして、なんとか、100％例会を成功させたい
と願っております。
叉、高校生バンドの方は、ヒッツにて定期的にＰＲをして
頂いており、参加チームも順調にエントリーしております
が、まだ枠がありますので、お知り合いの方が見えました
ら、お勧めいただきたいと思っております。

こんにちは。今日は会員増強委員会ということ

ーが行われました。参加者は

剣田さん

伊藤さん。中田

（学）さん。下田さん。水川さん。私高木の 6 名です。
おおまかに、当日のセミナー内容を説明しますと、岩本ガ
バナーのあいさつに始まり、
特に記憶に残ったことでは、イギリスには以前からロータ
リー財団が存在するため、発言力があるが

日本ロータリ

ー財団というものがないので日本の発言力は向上しない。
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第 2630 地区には、
かつては 5,000 人のメンバーがいたが、
現在は 3,400 人であること。
午前の終わりには、地区研修委員会委員
より

｢ロータリー

服部

芳樹さま

この不思議の国の案内｣というタイ

トルで仏教用語を交えた講演がありました。
午後からは、今期の地区拡大増強委員会委員長の山中
雄様より

乙

今期の委員会活動方針のお話があり、その後

各いテーブルにおいてラウンドテーブル討議が行われま
午前は開会の点鐘から特別出席者の紹介〜当日の説明

した。
テーマは

1 .あなたが描く 5 年後のクラブのビジョンは

〜ガバナー挨拶と進み、新会員セッションとして「ロータ

2.あなたは、そのために何ができますか？

リー

詳細に関しましては、参加者の伊藤さん

下田さん

水川

この不思議な国の案内」と題して、地区の研修委員

会よりパワーポイントに従い、ロータリーについての基礎

さんに説明していただきます。

知識や崇高な精神について学びました。午後はラウンドテ

最後に

剣田さんにまとめをしていただく予定です。

ーブル討議で

最後に

会員の増強に関しまして、推薦者がいましたら、

１．あなたが描く５年後のクラブのビジョンは?

お教えいただきたいと思いますし、同時に退会者を出さな

２．あなたはそのために何が出来ますか?

いことが、大切でありこの不況下でみなさん大変だと思い

の２つのテーマで意見を出し合いました。

ますが、自らを増強し自分が退会者にならない努力が必要

テーブル内では進行役になったため、２つのテーマについ

であることはいうまでもありません。

て皆さんから意見を求めました。たくさんの意見が出てく
る中、それぞれのクラブが今抱えている現状の問題につい
ても知る事が出来ました。その後、指名されたグループに

伊藤会員

よる発表と、その意見に対する地区役員のコメントの時間
がありました。その後講評〜閉会の言葉〜点鐘で全てのプ

７月１９日に行われた、会員増強セミナーに出席してきま

ログラムが終了しました。

した。始めに服部カウンセラーから現在の日本のロータリ

個人的な感想としては、若い会員や女性会員を積極的に

ーの考え方などの解説があり、ＲＩとの考え方のズレなど

増強しているところも多く、クラブ間でも、それぞれ格差

の認識を改めて理解できました。その後、グループディス

があるように感じました。共通して会の活性化や高齢化を

カッションで、会員の退会や増強について話し合いをし、

一番の課題としているところが多く、その対策として会員

各グループよりその発表がなされました。

増強が大変重要な役割を担っていることを感じました。

水川会員
7 月 19 日に岐阜市において行われました、第 2630 地区
の「新会員・会員増強研修セミナー」に参加をさせていた
だきました。
ロータリークラブに入会させていただいて、約半月しかた
っていない私にとっては、大変良い勉強になりました。
前半は、新会員セッション「ロータリーこの不思議の国
の案内」という事で、ロータリーとは何ぞやという事を、
細かく説明をしていただきました。約 1 ヶ月前に新入会員

下田会員

オリエンテーションにおいて、役員の皆様より説明をして
いただいた基礎知識がありましたので、よく理解ができま

この度、入会 3 年未満の新会員の対象者として、7 月 19
日に岐阜都ホテルで開催された「新会員・会員増強研修セ
ミナー」に参加しました。当日のプログラムは 11：00〜
16：00 まで組まれ、会場席は 7〜8 人掛け円卓の指定席で
した。午前中は新会員向けのセッションとなっていたため、
新会員席のテーブルグループはステージ前方に設置され
ており、午後からは全席の席替えがあり、新会員席は後方
に移動した。参加した会員はそれぞれ 40 以上のテーブル
に分けられた為、濃飛分区は全てバラバラに座り、テーブ
ル内は初対面の方ばかりで、おかげで大勢の方と名刺交換
が出来ました。

したが、それでも初めて耳にする用語や言葉があり、まだ
まだ知識の浅さを痛感しました。
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その中で印象に残った事は、ロータリークラブの目的は、
奉仕活動の展開であるが、奉仕の気持ちはあっても、個人
の力ではなかなか実行できない事が、クラブ・団体・組織

まとめ
地区拡大増強委員会アドバイザー
剱田会員

の力によって実現が可能になる。叉実際に実現されている
事例を聞き納得をしました。

今まで、新会員の情報教育は「例会に出席すれば段々分か

叉予想以上に、会員の退会の多いことに驚きました。もし

ってくるよ」と言うことで充分に提供されてきませんでし

増強をしなければ、5〜10 年で全員数が半減するという事

た。しかし、ロータリーの会員減少が１０年以上も続き、

実を知り、会員の増強・退会者を出さないことが急務であ

退会者の中に入会３年未満の会員が多い事実から新会員

ることを実感しました。

の情報教育を疎かにするとロータリーを何も理解しない

後半は「あなたが描く 5 年後のクラブのビジョンは？」

まま、ロータリーに愛情・関心・情熱を持たないまま退会

というテーマで、ラウンドテーブル討議が行われました。

していくという反省から今回の新会員研修セミナーが開

私のテーブルの 7 名は、
入会して 1 年未満の会員ばかりで、

催されました。新会員の皆さんはロータリーを勉強され４

先のビジョンを語るほど、ロータリークラブのことを理解

大奉仕で実践し、素晴しいロータリーアンになって頂きた

していないという事で、各自の入会の動機について話をし

いと思います。

ました。その話の中でロータリークラブのことを理解して、

会員増強には厳しい環境の中、高山中央ロータリークラブ

進んで入会した会員は誰一人もいませんでした。知人の頼

は会員５０名の大台にのりました。これは会員全員の地道

みで無理やり入会した人が殆んどでした。昔のロータリー

な努力の結果であり、益々魅力あるクラブ造りに力を合わ

は、入会することがステータスであり、クラブ自体にもっ

せて行かなければならないと思います。

と権威があったような気がします。自分から入会させてい
ただける喜びがあった。今はそれがない。私達の同世代の
経営者の中には、先代の社長（経営者）の姿を見ており、
自分もいつかはと思った人も少なくないはずであるが、今
自分達がその年になると躊躇する人の多いのも事実であ
る。叉若い経営者にとっては、ロータリークラブ自体に馴
染みが少ないのが現実である。
ロータリークラブがどんな組織なのか、何が目的でどん
な事をしているのか、実際にどんな活動をしているのかを、

８月のお祝い

若い経営者をはじめ、一般の人にも広く理解をしていただ
くための努力をしていかなければならないのではないか。

＜会員誕生日＞

自分から進んで会員が入会してくれる、そんなロータリ

岩垣津

亘

Ｓ２９年

８月２６日

ークラブを造るために、私にできる事を精一杯努力をして
＜夫人誕生日＞

いきたいと、強く感じたセミナーであった。

谷口

欣也

とも子

８月

道下

利一

４日

智美

８月１０日

針山順一郎

ゆかり

８月２５日

溝際

恵美

８月２５日

まり子

８月２８日

清嗣

長瀬栄二郎

＜ニコニコＢＯＸ＞
私事

入院中はお見舞いを頂きありがとうございまし

先週の穂高遠足は、楽しい一日を過させて頂きありがと

た。過日退院致し自宅療養しております。例会はもうし

うございました。昨日、飼い主の私を何度となく噛んだ

ばらく休ませて頂きますのでよろしくお願いします。

長男１２才が息を引き取り、通夜には厄払いに一部の会

三浦

和美

員さんにご来訪を賜り御礼申し上げます。
足立

常孝

先週の新穂高ロープウェイでの納涼例会には多くの会
員様にご参加頂きありがとうございました。天候に恵ま

昨夜の手筒花火が天候不順にも関らず無事に成功致し

れた事・怪我の無いこと・そして会員の皆様の笑顔が全

ました事に感謝してニコニコへ。

てです。本日、次男の中体連ハンドボール東海大会応援

津田

久嗣

のため欠席致します。今日勝つと全国大会です。応援よ
ろしくお願いします。

谷口

欣也

ニコニコ係りでニコニコへ。

永田

富次

