
第２９２１回例会 令和元年８月７日(水) 
2019-2020 年度 国際ロータリーのテーマ 

    
 
 
 
 
 

●会長 伊藤 正幸 
●幹事 黒田 泰弘 
●会場監督(SAA) 永坂 誠司 
■例会日  毎週水曜日 12:30  ■例会場  碧南商工会議所ホール 

■事務局  碧南商工会議所内   〒447-8501 愛知県碧南市源氏神明町 90 
      TEL<0566>41-1100  FAX<0566>48-1100 
      ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp 
      E-mail:info@hekinan-rc.jp 

■会報委員 鈴木きよみ・林 俊行・平松則行・石川鋼勇 

 
●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 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 
 地区会員増強委員会 委員 川澄哲裕様（半田南ＲＣ） 
 
●本日の卓上花 
 
 オオニソガラム・サンデルシー 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。暑い日が続いております。今週はトリ

プル台風の発生ということで、今週末からは動向に注意が必要

なようでございます。 
 先週の木曜日、山中寛三先生の市葬がしめやかに執り行われ

ました。多くの会員の皆様にもご列席いただき、献花を賜りま

した。山中先生は常々、ご自身はロータリーと共にあるとおっしゃっていたと伺っておりま

す。先生のご遺志を継ぎ、碧南クラブと共にありたいと願っております。 
 74 年前の昨日、広島に原爆が投下されました。全ての犠牲者の方々に哀悼の誠を捧げたい

と思います。また、昨日は誉高校が残念な結果に終わってしまいました。開幕第 1 戦第 1 試

合、林山主将の選手宣誓、誉高校の皆さんには緊張の極みであったのだろうと思うと、この
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経験を今後に是非とも活かしていただきたいというふうに思います。 
 緊張と言えば月曜日、ユーラシア大陸を挟みました向こうの島国からのビッグニュースで、

未明から手に汗を握った方も多かったと拝察致します。スマイルシンデレラ、渋野日向子選

手の屈託のない笑顔が世界中のゴルフファンを魅了致しました。謙虚や無欲を思わせる笑顔、

その笑顔にも様々な挫折と何よりも本人も語るプロとして観客を楽しませるために笑顔に徹

するという姿勢に「大和撫子ここにあり」と喝采を送り、今後の活躍に否が応でも期待が高

まってしまいます。今週のトーナメントでは早速、メディア規制もなされているようでござ

います。節度ある応援をしたいと思います。 
 さて、今月は会員増強、新クラブ結成推進月間でございます。先週、新入会員オリエンテ

ーションが商工会議所にて開催されました。新入会員の 4 名の方には、90 分間のレクチャー

をしっかりと受けていただきました。これからの碧南クラブの強力な推進力になっていただ

けることとありがたく感謝申し上げます。懇親会では森田先生から激励の言葉も賜り、私共

を含めまして一同、心を新たに致しました。ロータリー情報委員会の新美委員長、角谷副委

員長には大変お世話になりました。ありがとうございました。会員増強とクラブ増強は表裏

一体でございます。本日は地区より会員増強委員会 委員の川澄哲裕様にお越しいただきまし

た。ありがとうございます。 
 明日は立秋でございます。今年の残暑もどうやら厳しいようでございます。「秋来ぬと目に

はさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる」藤原敏行が立秋の日に詠んだ歌です。確

実に季節は移ろっていきます。兼好法師は徒然草 155 段で「夏果てて、秋の来るにはあらず。」

と言っています。四季の移ろいは確実で、既に準備は始まっている。これもまた無常観を表

しているものではありますが、全ての物事は後の出来事を予兆します。かすかな営みを探す

のも残暑を乗り切るための一行であろうかとも存じます。 
 会員の皆様にはご自愛いただき、つつがなく残暑を乗り切っていただきますことを祈念致

しまして、挨拶と致します。 

  

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ 本日の例会終了後に理事会を開催致しますので、理事・役

員の皆様は 201 号室にお集まり願います。 
・ 大正館様よりお中元をいただいております。どうもありが

とうございました。 
・ ガバナー補佐訪問に伴うクラブ協議会のご案内を配布させていただきましたので、関係の

皆様はよろしくお願い致します。 
・ 次週の 8 月 14 日は定款第 8 条第 1 節 C による休会となります。次回の例会は 8 月 21 日

となりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス＞ 
地区会員増強委員会 委員 川澄哲裕様 ニューヒロイン渋野日向子プロの笑顔は最高です。

本日は宜しくお願いします。 

伊藤 正幸君  渋野日向子選手、全英優勝おめでとうございます。私もあやかって、笑顔

でゴルフして授業料払います。 

伊藤 正幸君  新入会員オリエンテーションが皆様のご協力のもと、無事終了しました。 

杉浦 保子君  ありがとうございました。 

黒田 泰弘君 

山中 寛紀君  ８月１日、山中寛三の市葬には沢山の会員の皆様にご会葬頂き、誠に有難

うございました。 

藤関 孝典君  本日の卓話の講師、地区会員増強委員 川澄哲裕様をご紹介させて頂きます。 

杉浦 秀延君  母校愛知県立碧南工業高校ヨット部３年（機械科）神谷空弥君、世界選手

権大会２０１９レーザーラジアル級に出場。出場選手７カ国３２名中、１

６位で大健闘をしてくれました。応援よろしくお願いします。 

河原 康浩君  先日、森田英治先生に大変お世話になりました。ありがとうございました。 

柴田奈生子君  先週は森田英治先生に大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
１０日 樅山 朋久君   １０日 河原 康浩君   １９日 加藤丈太郎君 

２９日 山田 純嗣君（米寿） 

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 

 
 
 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 9 名) 出席者 52 名 

 出席対象者 52／59 名 

 欠席者 13 名（病欠者 0 名） 
  出 席 率    88.14％ 



ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「会員増強について」 
地区会員増強委員会 委員 川澄哲裕様 
 
 地区会員増強委員会から来ました川澄哲裕と申します。よろ

しくお願いします。 
 今、皆さんにそれぞれ回させていただいております資料があります。これは RI、My Rotary
の方から出ております会員増強に関するものやクラブの健康チェックといったものになりま

す。今日はそちらを皆さんに見ていただきながら、耳は半分で聞いていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 
 世界のロータリーの現状でございますが、2019 年 1 月 1 日現在で会員数が 1,206,501 名と

いうことで、2018 年 7 月 1 日との比較で 11,394 名増えております。クラブ数は 35,663 クラ

ブということで、18 クラブ減っております。女性の割合は 23%ということで、1%増えてお

ります。 
 退会についてですが、世界で 80,000 人の入会者がいると、退会者は 67,000 人ぐらいいる

という傾向になっております。その退会者の在籍期間は、1 年未満が 22%、1～2 年が 30%、

3～5 年が 17%、6～10 年が 12%、10 年以上が 19%となっております。 
 退会の理由についてですが、会費や時間の負担が 31%、クラブの環境が 21%、期待に沿わ

ないが 15%となっております。 
 会員増強における課題ということで、アンケートを取ったみたいなのですが、新入会員を

引き付ける、クラブに柔軟性を取り入れる、リーダー職を任命するという 3 つが挙げられて

おりました。どこから始めたら良いかわからない場合は、My Rotary を見ていただくと色々

と書いてあります。新しく委員会に入られた方たちは、是非、見ていただきまして勉強して

いただきたいなと思います。 
 クラブの健康チェックということで、皆さんに資料を回させていただいておりますけども、

資料の中に自己クラブの色んな分析ができるようになっております。これを可能な限り皆さ

んでやっていただいて、それを会員増強委員会の方でしっかりと分析をしていただくという

ことが必要になってくると思います。これをやると、どういう手を打っていけば良いかとい

うことが見えてきます。会員増強についての取り組みは、会員増強委員長だけが頑張っても

ダメなので、全員でやっていただきたいというふうに思っております。 
 審議委員会では、クラブ運営の柔軟性ということが謳われております。今の例会の形式、

時間と頻度、会員の種類が変わっていく傾向にあります。私は他のクラブに行く前は半田南

RC のやり方がロータリークラブだと思っていましたけども、どうもそうではなくて、色んな

やり方があるということに気付かせていただきました。新しいメンバーを入れるために今、

皆さんがやってらっしゃることのあり方を検討するというのも良いのではないかと思います。 
 我々、半田南 RC は 35 名の会員数です。70 名程いた会員が一時期 30 名まで減りました。

私が幹事をやった時に支出が会費収入を超えており、赤字でした。これではあと数年で終わ
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るだろうと思い、食事の内容から色んなものを変えました。それで 2 年半から 3 年くらいで

赤字から復帰しました。今は 35 名で黒字ですが、そういうことがないとできないようでは本

来ではないと思いますし、是非、健全な状態の中で会員増強というものをしっかりと見直し

ていただくというのが、今の碧南 RC さんにはできることだと思います。そういうことを考

えていただきながら、会員増強に皆さんで取り組んでいただきたいと思っております。 
 最後に申し上げますが、会員増強の成果を上げるということは、今期の会長の明確な目標

とそれをやり切るという覚悟、それと会員増強委員のやる気と根気で勉強していただいて、

勉強した内容を皆さんと共有してもらい、会員全員が一丸となってやって成し得るものだと

思います。碧南 RC さんのご健闘を祈念申し上げまして、私の卓話とさせていただきます。 
 ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

令和元年８月２８日（水）卓話「アジアに医きる奮闘記」 
顎顔面口腔外科医 岩田雅裕氏 


