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２０１６-１７年度 

第２５５３回 
平成２８年８月１９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆黙祷 野城友三会員 （８月１８日（木）１７時３０分ご逝去） 

◆ロータリーソング『手に手つないで』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

  地区会員増強・退会防止委員会 

  委員長  高橋 潤一様 

◆会長報告                   

野城友三会員におかれましては、９日に伊藤直前会

長、廻幹事とともに、お見舞いに行ってきたのですが、そ

の際には、会話もかなりさせていただき、早い回復を望

んでいただけに大変残念に思っております。 

さて、先週の市原ロータリークラブの例会出席をもちま

して、恒例となっております第３分区Ｂの各クラブ表敬訪

問が終了いたしました。他のクラブを訪問させていただく

とクラブごとの運営の違いが見えて、勉強にもなり、また、

当クラブの優れたところなども見えて大変勉強になりまし

た。例会の進行に関しては当クラブがとてもしっかりとし

ているという感じを受けております。事前の準備、プログ

ラムの確認、時間配分、役割分担のすばらしい流れは

今後も続けていかなければならないと思っております。 

ところで、市原ロータリークラブの例会では、会員増強

のテーマで例会が行われておりました。会員増強のスロ

ーガンの印刷された看板が会場前方におかれ、また、各

テーブルにも卓上の看板がおかれ、大変盛り上がりを見

せていました。また、その場で会員に対してアンケートを

実施して、自分たちのクラブの良いところや特徴を書い

てもらうなどして、どうやって新会員をお誘いするのかを

出席者全員で考えることもやっておりました。 

 

本日は地区より会員増強委員長においでいただいて

おりますので皆さんと一緒に学んでまいりたいと思って

おります。 

 

◆委員会報告                  

≪出席委員会≫ （五十嵐 博章会員） 

◇２０１５-１６年度下期皆出席者記念品贈呈 １９名 

◇地区大会のご案内 

日時⇒ ９月２５日(日)点鐘０９：３０ 

会場⇒ 成田国際文化会館 

 ご都合を事務局までお知らせ下さい。 

◆幹事報告                   

◇「ロータリー財団１００周年記念シンポジウム」 

開催のご案内 

日時⇒ 平成２８年１１月２７日（日）１３：３０～ 

会場⇒ ＪＰタワーホール＆カンファレンス 

      （ＪＲタワー・ＫＩＴＴＥ ４階 

登録料⇒ １０，０００円 

 

ご出席される方は、事務局までお知らせ下さい。 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

 地区会員増強・退会防止委員長 高橋潤一様、本日の

卓話、宜しくお願い致します。 

 

≪瀧川 誠会員≫ 

２０１６リオデジャネイロオリンピックレスリング５８ｋｇ級Ａ

ＬＳＯＫ選手、伊調馨選手が金メダルを獲得しました。こ

れで４連覇達成しました。皆様の応援有難うございました。

また、柔道女子７３ｋｇ級、田知本も金、レスリング男子５９

ｋｇ級太田忍は銀を獲得。応援、本当に有難うございまし

た。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 84,000 円

金の箱 470 円 累計 3,516 円



◆出席報告 (会員数５１名)                   

 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

  

演  題⇒「会員増強について」 

 卓話者⇒ 国際ロータリー第２７９０地区 

        会員増強・退会防止委員会 

        委員長  高橋 潤一様 

 

本日は、歴史と伝統ある千

葉南ロータリークラブに卓話者

としてお招き頂き、大変有難う

ございます。それでは最初に

ご質問させて頂きます。 

 

 

 

 

質問 

【１】あなたはロータリーが好きで自分から入会しました

か？ 

【２】入会５年未満の方に聞きます。 

① あなたはロータリークラブを知っていましたか？ 

② ロータリークラブを好きで入った方はいますか？ 

③ そのロータリークラブは何をしているかは知っていま

したか？ 

④ なぜロータリークラブに入会されたのですか？ 

・JC の先輩に誘われて？ 

・その他の団体の先輩に誘われて？ 

・会社の取引関係に誘われて？ 

 

クラブの事業に積極的に参加していますか？ 

新入会員のオリエンテーションはためになりましたか？ 

炉辺会議はためになりましたか？ 

IM はためになりましたか？ 

親睦活動は積極的に参加していますか？ 

 

P.ハリスのロータリー創設の目的「価値観を分かち合

える人を見つける」は現在も生きている。大切なのは、誠

実さ、多様性、寛容、友情、平和を重んじ、人類への奉

仕が人生最大の目的と信ずる人と出会う事であります。

私は P.ハリスと同様、人生最大の目的は人類に奉仕す

ることだと信じております。 

従って 2016-17 年度のテーマは、単純に「人類に奉仕

する」ということであります。 

 

地区運営方針と行動指針（感謝を挑戦）案 

ジャーム会長は講演の中で、ロータリーは今、岐路に

立っているとして、新たな前進に向けた変革と行動を求

めています。 

 当地区会員数は、1995年の4,350名をピークに減少に

転じ、2012-13 年度には底を打ちましたが、未だ回復基

調に転じたとは言い難い状況です。この結果、2015 年 7

月 1 日現在、地区 84 クラブの半分の 42 クラブが会員数

30 名未満で、その中の 16 クラブは会員数 20 名未満（9

クラブは 10 名以下）です。 

 会員が少人数でもロータリーの目標を忠実に実践し、

積極的に活動を展開しているクラブもありますが、会員

数が少ないと活動は自ずと制約されると同時に、会員の

年齢は確実に進行するので、新会員、特に若手会員に

加入無しには将来の活動が一層厳しくなります。 

 近年当地区において、毎年 100 名を超える新会員が

誕生していますが、同時にほぼ同数の会員が退会して

おり、その多くは、高齢者及びロータリーの活動につい

て未だ十分に理解・知識を身に付けていない入会 2～3

年の会員です。 

 このような現状を勘案すると、会員の皆さんがロータリ

アンになって良かったと思うようなクラブの活動・運営が

重要であり、同時に活発なクラブの活動を仲間の輪の拡

大に繋げる会員の意欲醸成が肝要です。 

 従って、地区は、元気なクラブ造りのお手伝いができ

ればと考えています。 

 

会員増強、退会防止委員会 

2016-17 年度 RI 最重点取組事項は、会員増強であり

ます。 

 仲間の輪の拡大、そして会員増強は人的及び資金の

両面で奉仕を含めたクラブの活動拡大に寄与すると共

に、ロータリーの認知度向上に繋がることであります。 

出席者数 

３３名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

８/５ 修正出席率  

７４．５１ ％ 

千葉ＲＣ 月 8/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/20・9/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 9/14・9/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/31・9/21 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/8・9/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 RI が掲げる目標達成に向け、元気なクラブになるアイ

ディア、施策、新会員の勧誘、退会防止に寄与する事例、

情報の提供等が取り組むべき課題です。 

 

単に会員を増やすのではなく、奉仕活動に取り組み、

新会員を温かく迎え入れ、４つのテストを真に実践するク

ラブ会員が重要と考えます。 

 

具体的成果ではなく「３ヵ年計画を立て、それを文章と

して作成すること」です。つまり一時の純増より計画性を

重視することであります。 

会員増強において、一時的に増員には結びついたも

のの 2 年後には元に戻ってしまった事を学んでいます。 

ロータリーに集う事の意義をきちんと語り、例会を通じて

互いに磨き合うことのできる人材を獲得するのでなけれ

ば単なる「増員」となるにすぎないのです。そしてやがて

この「増員」はクラブの中に様々な「きしみ」を生じさせて

クラブから活力を奪ってゆくことに繋がってゆきます。 

優秀な人材を、しかも出来る限り若い人材を増強して下

さい。 

その為には世代間ギャップを埋める技術を学ぶことも

必要です。 

 

新会員対象に研修セミナーを奨励する件 

近年、多くのクラブで、クラブの会員教育能力や指導

力の低下、会員増強の早急化等で、新会員に対し、入

会前後に満足な教育が行われていない。 

 その結果、少なからぬ新会員はロータリーに対する基

本的な知識、理解が乏しく、クラブへの愛着、例会出席

への意欲が感じられない。 

 よって、国際ロータリーの会議により、国際ロータリー理

事会はこのような状況を踏まえ、入会 3 年未満の会員に

対する研修セミナーの開催を、地区ガバナーに推奨す

ることとしました。 

 こうした地区研修セミナーにより、新会員の資質が向上

し、クラブ例会の活性化に貢献し、ひいては会員増強へ

と結びつくものであると考えております。 

 

 

 

 

第２５５４回例会 

日 時⇒ 平成２８年８月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『がん患者を支えるコーチング』 

       千葉大学医学部附属病院看護部  
        看護師長 がん看護専門看護師 
          奥 朋子 様 
        

≪新入会員のオリエンテーションの事例≫ 

 

PP によるオリエンテーション 

「ロータリーを楽しもう」 

毎月１回、計 10 回のオリエンテーション 

 

第１章 ロータリーの発生史 「ロータリーとは？」 

第２章 日本ロータリー史 「日本ロータリー概要」 

第３章 ロータリーの目的 「わかりやすい解説」 

第４章 例会を楽しもう 「４つのテスト・ロータリーソン

グ・ニコニコ BOX 他」 

第５章 五大奉仕 「クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕・青少年奉仕」 

第６章 知っておきたい人物名 「アーサーシェルドン」

「アーチクランク」「ハーバードテーラー」他 

第７章 知っておきたい略語と徽章 「RI・PG・PETS・

GE・GN・GETS」 

第８章 知っておきたい名言集 「超我の奉仕」「I 

serve」「We serve」「利己と利他の調和」 

第９章 奉仕の世界 「ロータリー財団」「米山奨学金」

「ポリオ・プラス」 

第１０章  セミナー案内 「三大セミナー」 

 

以上を参考に、自クラブでオリエンテーションの検討

をして頂き、クラブの活性化に繋げて頂きたい。 

ご静聴ありがとうございます。 

 
 

８月３日（火） 野球観戦／会場：QVC マリンフィールド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 （清水清子会員 写真提供） 

 
 

 

第２５５５回例会 

日 時⇒ 平成２８年９月２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員卓話 特別編 空手演武』 

        五十嵐 博章会員 

 
 
＜会報当番：清水 清子＞ 


