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●本日の司会        （荒川 義昭 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （渡邉 信義会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

 
 

●本日のお客様 
 

 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 鈴木 義明様 

（東京武蔵国分寺ロータリークラブ） 
 

多摩中グループ グループ幹事 鏑木 孝和様 

（東京武蔵国分寺ロータリークラブ） 
 

●ご挨拶（多摩中グループガバナー補佐 鈴木 義明様） 
 

こんばんは。多摩中グループで、夜例会はこちらだけで

す。7 クラブ目の訪問で、まだ残っております。今日は楽

しみにしてまいりましたので、参考になるご意見が伺え

ればと思っております。 

●会務報告         （渡邉 信義会長） 

 

鬼怒川水害義捐金の報告書が

届いております。当クラブからは、

昨年の 10 月 29 日に 21,500 円を

送金しております。それにつきま

して、2015-16 年度 2820 地区の倉

沢ガバナーよりお礼をいただき

ました。水害と言えば、最近でこ

そ報道は減りましたが岩泉町は、

未だ復旧中です。本日まで募金をしておりますので、ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。募金に関しまして

は、控除が出来る様な対応を取りたいと思っております。 

2016-17 年度国際ロータリー会長ジョン・ジャーム氏よ

り、ロータリークラブ・セントラルのアップグレードによ

り 2017 年 6 月 30 日までにより使いやすいツールをご紹

介できるとのメールをいただきました。また、10 月 9 日

（日）～15 日（土）に予定されている「学友参加推進週

間」では、学友とのつながりを強化し、ロータリーの考え

方を伝えて欲しいということです。次に、10 月 24 日（月）

「世界ポリオデー」について、当日は米国疾病対策センタ

ーでライブ中継イベントが開かれます。こちらは、ポリオ

撲滅支援サイトからご覧いただけます。それから、今年度

ロータリー財団は 100 周年を迎えるわけですが、人類に

奉仕するために活動してきた 1 世紀を振り返り、これか

らの課題を見据える機会にしていただきたいとのことで

す。 
 

●幹事報告        （佐々木 稔郎幹事） 
 

2750 地区国際大会推進委員会

より「アトランタ国際大会 ガバ

ナーナイトご参加のお誘い」が届

いております。来年 6月 10日（土）

～14 日（水）までアトランタで国

際大会が開催されますが、11 日

（日）の夜、ウェスティンホテル

にて大槻ガバナー主催のガバナ

ーナイトが予定されておりますので、ぜひともご参加く

ださい。 

岩泉町への募金ですが、現在 32 万円ほど集まっており

ます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

多摩中各グループより、例会変更のお知らせが届いて

おります。メイクへ行かれる方は、事務局までご確認願い

ます。 

昭島観光まちづくり協会より、定期総会にて一般社団

法人への移行が承認されたいうことです。  

2016 年（平成 28年）9 月 21 日（水） 

第 1298回例会報告 



●クラブ協議会「出席率 80%へ向けて」 
 

※趣旨説明（渡邉 信義会長） 

当クラブがスタートした頃、十分に出席率 80%を越えて

おりました。調べてみましたところ、94 年 7 月～95 年 6

月まで、92.8%という非常に高い出席率でございました。

それから 16 年間くらい、ずっと 80%を保っておりました

が、その後、70%代に落ちてきました。 

これを何とか 80%に上げて、楽しいクラブにしていきたい

と思い、今年度のテーマにさせていただきました。どうや

っていくのがベストなのか、各グループでご検討いただ

き、発表をしていただければと思います。出来ることから

実践して出席率を上げていきたいと思いますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 
 

※発表 

A グループリーダー（本田 征勇会員） 

我々のテーブルでは、例会に出

席すると楽しいなあと思える様

なクラブ作りをすれば良いので

はないか、という意見がありまし

た。それから、Ｅクラブの活用と

いう意見もありました。500 円の

登録料を払い、ネットにアクセス

すればメイクになるとういうシ

ステムだそうです。仕事で出席出来ない時などに、活用す

れば出席率のアップに繋がると思います。今後、出席委員

会が中心となって、手続きの仕方などを皆さんにお知ら

せいただければ、良いのかもしれません。 

それから、新会員の方は、最初はなかなか馴染めないと

いうこともあるかと思いますので、周りの会員の気遣い

も大切だという意見もありました。それから、プログラム

委員会が中心となって、更なる卓話の充実を行うことも、

出席率のアップに繋がるのではないかと思います。 
 
 

B グループリーダー（小島 弘明会員） 

B テーブルは、チャーターメン

バーの多いテーブルでしたので、

初期の頃の話を中心に進みまし

た。当時は、休むと恥ずかしい、

目立つ、というくらい皆さん当た

り前に出席していたそうです。星

野初代会長が、病気でも皆出席す

るように、と言っていたくらい強

い気持ちがあったそうです。今のメンバーは責任感がな

いというのが、皆さんの意見です。会長幹事が責任を持っ

て、出てこない人に必ず誘いを入れる、その後、出席委員

長と協議をする、という意見が出ました。普段出ている人

に 80%と言っても意味は無いということです。 

 

～まとめ～ 

・欠席がちの会員には、紹介者より連絡。 

・魅力ある卓話、講師を呼ぶ。 

・会員卓話の充実。 

・会長の時間を有効に使い 

なぜ出席が必要なのか等をお話する。 

・メイク者の報告の徹底。 

・委員会の炉辺の活性化。 
 
 

Cグループリーダー（右崎 正人会員） 

Cテーブルは皆さんに意見を出

していただきました。まず、基本

はロータリーへの情熱、気持ちの

問題だという意見が上がってお

ります。会員であることに誇りを

持つために、ロータリーを知るこ

とが大事ではないか、ロータリー

を好きになってもらうためには、

まず楽しむことが 1 番大事ではないかということです。 

1 つは、初心に戻って、先輩と後輩の繋がりを持つこと、

そうすれば歩み寄りが出来るということです。 

2 つ目は、出席出来る人と出来ない人は、ほとんど決ま

ってしまっているので、何故、出席出来ないのか原因を掴

むことも大事ではないかということです。 

3 つ目は、卓話の充実です。その卓話の中に趣味の話を

入れたり、ゴルフなどのレクリエーションもやってみて

はどうかということです。 

その他、例会終了後に飲み会を開く、もしくは、早めに

例会に来て、コミュニケーションを図る、などの意見があ

がりました。 
 
 

D グループリーダー（山中 秀一会員） 

色々、意見が出ましたが、基本

的に我々ロータリアンの意識を

向上させなければいけません。昔

からいらっしゃる方は、ご存じだ

と思いますが、以前は受付で自分

の出席カードにサインをしてい

ました。自分の出席状況が分かる

ので、それをまた復活させてはど

うか、という意見が上がりました。 

それから、現在 FAX で出欠の確認をしていますが、欠

席の方に出席委員会から、なぜ欠席なのか問い合わせを

したり、フォローをするのも良いと思います。また、例会

を欠席した会員に対して次週の例会までに、会長、幹事、

出席委員会より出席を促す連絡を入れるなどのフォロー

も大事だと思います。 

それから、やはり卓話の充実です。現在、予算はあまり

使えないのかも知れませんが、出席率の悪い日どりの例

会には、ビックな講師を呼んだりして、使い分けるのも 1

つの方法だと思います。 

極論ですが、例会を欠席した会員には、次回、卓話をや

ってもらうという意見も出ました。 
 
 

E グループリーダー（田畑 勝久会員） 

今年度、私は出席委員長をやって

おります。男性の岡野会員の話を

します。岡野さんが入会した当時

は、私も例会を欠席がちだったの

ですが、先月、岡野さんと 2 週連

続でゴルフに行きました。2 週目

の時に、青梅で飲みに誘いました。

2 次会にも行きました。そうする

と、普段から仲良くなり、昨日も今日も電話が来て、ゴル

フ部会のコンペに一緒に行く約束をしました。接点が無

さそうでも、こうやって繋がっていくことで、出席率も上

がっていくのだと思います。 

細かいことを言うより、自分で行きたいと思う気持ち

が 1 番大事だと思います。 



※講評（多摩中グループガバナー補佐 鈴木 義明様） 

大変、白熱して楽しいクラブ協

議会だなと思いました。昨年度の

2750 地区の出席率は、ワースト 1

です。今年度の 7 月も最も悪く、

78.75%でした。昭島中央さんは

72.6%とそれよりも下回っており

ます。出席率が悪いということは、

会員維持に危険信号が出ている

ということです。これに会員増強をしても悪循環です。 

卓話の充実という皆さんのご意見はその通りだと思い

ます。例会に出席して、一言も喋らずに帰る人は 6 割だ

そうです。こちらの部分に関しては、来たら、必ず声を掛

け、握手をするなど、親睦さんが大いに気遣いをすべきだ

と思います。卓話講師に関しては、ロータリアンを呼べば

タダですので、優秀な講師がたくさんおりますので、是非

活用して欲しいと思います。 
 

●ニコニコ BOX発表  （吉野 和也親睦委員） 
 

 
 

◎渡邉会長 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事のご来訪に感謝。又、

今日の協議会よろしくお願いいたします。 
 

○佐々木幹事 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事、ご来訪ありがとう

ございます。 
 

○伊藤会員 

クラブ協議会を祝して 
 

・荒川会員 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事、ご来訪ありがとう

ございます。 
 

・今藤会員 

ガバナー補佐、ようこそ。 
 

・小島会員 

ガバナー補佐、グループ幹事のご来訪を歓迎します。 
 

・中村会員 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事様 本日はよろし

くお願いします。IM 実行委員会ではお世話になりました。 
 

・西野会員 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事、ご来訪ありがとう

ございます。 
 

・本田会員 

ガバナー補佐の来訪を祝して。 
 

●出席報告        （鈴木 栄出席委員） 
 
 

 
 

会員数 47 名 

出席義務会員 45 名 

本日の出席 31 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 
 

●委員会報告   （岩本 勝宏国際奉仕委員長） 
 
 

本年度の海外に車椅子を送る

事業の車椅子整備の日どりが 10

月 23 日（日）に決まりました。

詳細は、FAX にてお知らせいたし

ますので、大勢の方の出席をお待

ちしておりますので、よろしくお

願いいたします。 
 

 

●次週例会予定  （曳地 義正プログラム委員） 
 

 
 

9 月 28 日（水） 
 

「2015-16 年度会計報告」 

右崎 正人会計 
 
 
 

 
 
 

●閉会点鐘         （渡邉 信義会長）
 
 
 
 

   


