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●斉	 	 唱  
	 国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●四つのテスト唱和 
 
●本日のお弁当 
 
	 だい忠	 
 
●本日のお客様 
 
地区会員増強委員会	 委員	 金子通信様 
米山記念奨学生 マルティネス リベラ，リリアナ様     
	 	 会 長 挨 拶  
 
先週は移動例会で衣浦グランドホテルに足を運んで頂き、あ

りがとうございました。また、その日の夕方から新入会員のオ

リエンテーションと懇親会を開催させて頂きましたけども、関

係者の皆様、夜遅い時間までありがとうございました。 
本日は地区の会員増強委員であられます金子様に暑い中お越

し頂き、心より感謝しております。 
今月は「会員増強・拡大月間」ということでございますが、7 月 30 日に RI 日本事務局か

ら発信されたメールが届きまして、8月の特別月間の名称を「会員増強・新クラブ結成推進月
間」に変更するというものでした。なぜ名称変更になったのかは存じ上げませんが、おそら

く RIのラビンドラン会長様の思いの中に、世界中にロータリークラブとロータリアンをもっ
と増やしたいというお気持ちがあるのではないかと感じております。 
	 今年の 1月末の時点ですが、世界全体で 34,739のロータリークラブがあり、ロータリアン
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※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

は約 1,216,000名を超えています。 
	 日本では 2,286クラブ、会員数 89,076名ということだそうです。私ども 2760地区には 84
クラブがございますけども、会員数が 4,844名ということでついに 5,000名を切ってしまい、
当地区の会員数が日本のクラブの中で 1位だったのが 2位に転落してしまったそうです。加
藤ガバナーの方からも会員を 5,000 名以上にして、日本 1 位に返り咲きたいということを仰
っておりましたが、そのようなことも含めまして金子様からお話があると思います。 
	 このところ雨が降らず、猛暑が続いておりますので、熱中症の対策には十分な配慮が必要

だと思っております。皆様には一層のご自愛を祈念致しまして本日の挨拶とさせて頂きます。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 例会変更のお知らせはございません。 
・	 本日メールボックスの中に11月1日の地区大会にご登録頂
いた皆様に振込書を配布させて頂きました。今年は 24名と
いうたくさんの方にご登録頂きました。ありがとうございま

した。 
・	 10 月 24、25 日にございます WFF のチケット代の振込書も配布させて頂きました。22
名の方に 58枚ご購入頂きました。ご協力頂きまして誠にありがとうございます。 

・	 衣浦グランドホテル様からお中元が届いております。 
・	 リリアナさんがインドのタミル地方に自費でご訪問されて研究をされるということで、会

員の皆様からもご支援を頂きまして良い成果がでればと思っておりますのでカンパをお

願い致します。 
・	 先日の例会でニコボックス委員長の杉浦保子さんが委員長方針の発表の際に詠まれた「よ

きことに	 引き寄せられて	 ニコボックス」という一句が非常に印象に残っておりまして、

私もお返しの一句を作りましたので披露したいと思います。「ささやかな	 気持ちで例会	 

さわやかに」。皆様のささやかな気持ちが例会の雰囲気を明るくするということでござい

ます。どんな些細なことでも結構ですので、普段ニコボックスに入れられてない方、ご協

力をお願い致します。 
  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 18名の内出席者 12名)出席者 56名 

	 出席対象者	 56／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 88.89％ 

	 欠席者 13名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

新美雅浩幹事 



＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛紀君 ①地区会員増強委員金子様、米山奨学生リリアナさん、本日はようこそお

越し下さいました。 
  ②先週の移動例会、皆様には大変お世話になりました。 
  ③なでしこジャパン、ハリルジャパン共に足りないのは、高さとスピード、

スタミナ、これがあればとつくづく思う次第です。 
山中	 寛紀君 先週の新入会員オリエンテーションにご参加下さり、誠にありがとうござ 
新美	 雅浩君 いました。今後とも新入会員の皆様、宜しくお願い申し上げます。ロータ

リー情報委員長長田豊治様、お世話になりました。 
竹中	 	 誠君 新入会員オリエンテーション後の懇親会にて森田英治先生より夫婦愛の

秘訣をご指南して頂きました。感謝しています。 
黒田	 昌司君 ７月２７日の会社の株主総会で、代表取締役社長を退任し、会長に就任し

ました。 
石川	 春久君 ①高校野球１００年、第９７回全国高校野球選手権愛知大会は、５年ぶり

２７回目の夏の甲子園に出場する中京大中京高校。お粗末すぎる中日ドラ

ゴンズに変わって頂点を目指し頑張って下さい。しかし今大会は、敦賀気

比と東海大相模が優勝争いの軸であり、追う静岡、仙台育英、九州国際大

付属あたりでしょう。 
  ②今年の中京大中京のチーム紹介を少々させて下さい。監督：高橋源一郎

君は甲子園初の采配に期待。注目選手：上野翔太郎投手…学業１番、背番

号も１番、キャプテンでエース、“ツーシームで勝負”。	 伊藤寛士捕手…

学業４番、打順も４番、高校通算ホームラン４４本“更新せよ”。	 バッ

テリーを中心に団結力と中京野球で感動のゲームを期待！！愛知代表に

皆様、御声援よろしくお願いします。 
  ③明日から５年ぶりに甲子園での応援生活になります。先輩、後輩、同年

との再会を楽しみに、声の限りを尽くしチームにゲキを飛ばします。猛暑

の中、熱中症で倒れようと、救急車で搬送され様と頑張ります。家族“い

わく”おやじの最後はこれが一番似合うと言っています。くいはありませ

ん。 
木村	 徳雄君 先週は情報委員会の皆さん、設営等ご苦労様でした。私が勉強になりまし

た。ありがとうございました。 
角谷	 信二君 地区会員増強委員会 金子通信様、本日はよろしくお願いします。 
岡本	 耕也君 先週土曜日に新美雅浩幹事に色々とロータリークラブについて教えて頂

き、大変ありがとうございました。 
苅谷	 賢治君 毎月、仕事が終わって、夜中に内海に泳ぎに行っていますが、昨日はとて

も気持ち良かったです。やっぱり夏はいいですね。 
 
 



山本	 年朗君 
八馬	 宜久君 お忙しい中、山中会長、新美幹事はじめ多数の皆様に、新入会員オリエン 
一柳	 	 成君 テーションを開催して頂き、ありがとうございました。 
小林	 	 尚君 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
１８日	 木村	 克美君	 	 １９日	 加藤丈太郎君(傘寿)	 

２９日	 山田	 純嗣君	 	 ３０日	 倉内	 	 裕君	 
	 

奥様誕生日	 

２５日	 新美	 宗和君の奥様	 	 雅代様	 	 ３０日	 鈴木	 並生君の奥様	 まゆみ様	 
	 

入会記念日	 

	 ３日	 奥津	 順司君	 	 	 ６日	 長田	 昌昇君	 	 ２０日	 山本	 年朗君	 

 

	 	 	 卓 話  
 
「会員増強はクラブ活性化の源」  
地区会員増強委員会	 委員	 金子通信様 
 
皆さん、こんにちは。豊橋ゴールデンロータリークラブから参

りました 2760地区	 会員増強委員 3年目に入りました金子通信で
す。このような機会を頂きましてありがとうございます。 
私は昭和 39年生まれの 51歳で、精密部品金属加工を行っております大真工和株式会社で

常務取締役をしております。2010年 5月 14日に豊橋ゴールデンロータリークラブに縁があ
り、入会させて頂きました。私どものクラブは RCCを盛んにやっておりまして、高校生ボラ
ンティアハートフルネットワークといいます。私が入って６年間はほとんどその仕事をして

おりまして、先輩方から「それしか分からんといかんから地区へ勉強しに行ってこい」と言

われまして、詳しく説明されないまま来たのがこの会員増強委員会でございます。よって、

今からお話させて頂くことは私が 2 年間、会員増強委員会でお聞きしたことやクラブの先輩
方に色々聞いた中でのお話になりますのでよろしくお願い致します。 
地区の会員増強委員会のテーマは「会員増強はクラブ活性化の源」ということがうたわれ

ております。また、サブタイトルで「退会防止は火の用心活動から」となっております。 
退会防止・会員維持は当たり前のことで皆様、十分心得ておられると思います。また、各

クラブに女性会員の増強ということで当クラブでも 3 名の女性会員の方がお見えになるとい
うことでよろしいと思います。それと若手会員の増強が常に求められています。平均年齢を

下げていき、クラブの生命を延ばしていく、これは非常にうたわれていることだと思います。 
クラブ会員の多様性ということで 1業種 1人、または職業分類によって多様性を求めてい
く、色々な人格の方がお見えになる中で、楽しいクラブにしていくには必要です。 

金子通信様 



ロータリーの知名度を上げるということで WFF 等の試みをされておりますが、着地点と
いうものは中々できておられないと思うのですが、必ず共同するということで、一緒に汗を

かく、一緒に学ぶ、一緒に遊ぶ、この 3つの要素があります。 
現状、2760地区では 4,800人で全盛期は 6,000人おりました。日本では 88,000人で全盛
期は 12 万人、世界では 118 万人で全盛期は 120 万人となっております。海外の新興国は増
加を辿っており、先進国は減少傾向が止まっておりません。RIの目標は 2015年 6月末には
130 万人を目指す、日本は 10 万人を目指すということで現在活躍しております。この 2760
地区は 5,000名を目標ということで加藤ガバナーから方針が打ち出されております。 
減少理由と致しまして、景気の低迷や会社数の減少、健康面の問題や会員同士のトラブル

など様々ございます。 
課題と致しまして、会員増強の目標設定を単年度ではなく、将来どんなクラブを目指すの

か、共通の認識をクラブとして持って頂きたい。会員増強から退会防止、会員維持へ、特に 3
年未満の会員の方をクラブでどのように育てていってあげるかということが大事ではないか

と思います。また、女性会員の入会、若者の入会、年会費、例会会場、運営費などもござい

ます。 
地区の方向性ですが、ガバナー方針「集まろう、語ろう、楽しもう」、4大奉仕（職業・社
会・国際・青少年）＋自己奉仕。「集まろう、語ろう、楽しもう」というのは人と交流する基

本だと思います。 
会員増強維持セミナーでは「もっとたくさんの人々に入会してほしければロータリーを楽

しいものにする必要がある」会員の満足度を高めるというテーマで行っておりますが、会員

増強というのは特効薬がないことは皆様もご存知だと思います。それぞれのクラブのいいと

ころを出し、「入ってほしいな」ではなく、「入りたいな」と思ってもらえるのがベストだと

考えております。RI国際分科会のテーマ「あなたのクラブは楽しいですか？」にも繋がって
くると思います。 
公共イメージと認知度の向上ということでWFF等とさせて頂いております。 
取り組みの例と致しまして、日本の 95%が昼の例会、海外では 50%が昼の例会、夜間例会、
モーニング例会、職場例会等がございます。通常とは違う演出でラフな形で参加できるよう

にしたところ、出席率が上がるなどの効果がありました。また、同好会の充実ということで、

富士山に登ろう会、バーベキュー例会等ございます。 
結論と致しまして、会員増強に特効薬はないため、日頃の地道な活動が大切であり、共に

学び、共に遊び、共に汗をかく、皆さんで共同して頂きたいということに尽きると思います。

また、会員全員で増強する、親睦をはかる、クラブを活性化させる。そして、役をやってみ

ないとロータリーのことがわからないということで役に就く、ロータリーについて学ぶとい

うことに尽きると思います。そして、いつもロータリーバッチをつける、これが結論となっ

ております。 
ご静聴ありがとうございました。 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年８月２６日（水）	 衣浦グランドホテル  
卓話「ワインボトルの特徴とラベルの読み方」  
レストラン  ソレイユ	 ホールマネージャー・  
日本ソムリエ協会  シニアワインアドバイザー	 新美	 晃氏  


