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事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （梶野 峰雄副SAA） 

 

●開会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

東京恵比寿ロータリークラブ 

地区会員増強・クラブ拡大委員長 石井 義興様 

東京昭島ロータリークラブ 鈴木 圭一様 

米山奨学生 郭敏榮さん 

 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

10 月 13 日（木）のガバナー公式訪問合同例会は、皆様の

ご協力のお陰で成功に終わりましたことを御礼申し上げま

す。 

10 月 16 日（日）の車椅子整備例会では、暑い中参加いた

だいた会員の皆様、ありがとうございました。 

10 月 4 日（火）RLI 研修会パート 1 に小島会員にご出席い

ただきました。10 時から 18 時半までの長時間のお勉強とい

うことで、お疲れ様でした。地区では RLI のディスカッショ

ンリーダーを募集しております。対象者は会長、ガバナー補

佐、地区委員長の現職あるいは経験者です。我こそはと思う

方は是非よろしくお願いします。 

11 月 25 日（金）国際ソロプチミスト昭島様が東日本大震

災復興支援チャリティーフェスティバルを昭和館で行いま

す。チケットは 4,000 円ですが、当クラブ 20 周年記念の時

にたくさんのソロプチの会員の方にご協力をいただいてお

りますので、是非ご参加を願います。 

 

●増強 スポンサーピン贈呈 

 

 
 

山中会員・星野会員・村野会員 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

11 月 20 日（日）青少年フェスティバルが昭島市民会館・

公民館で開催されます。 

12 月 15 日（木）東京赤坂ロータリークラブ創立 25 周年

記念式典・祝賀忘年家族会が ANA インターコンチネンタル

東京にて開催されます。 

12 月 6 日（火）東京中央ロータリークラブ主催オープン

ゴルフコンペが桜ケ丘カントリークラブにて開催されます。 

国際ロータリー第 2750 地区ローターアクト・東京品川中

央ローターアクトクラブより創立４０周年記念式典のご案

内がきております。 

いずれもご興味のある方は幹事までお問い合わせください。 
 

●卓話「会員の増強と維持」 

地区会員増強・クラブ拡大委員長 石井 義興様 

 
 
 
 

※スクリーンの資料を見ながら説明

をいただきました 
 
 
 

★会員基盤を確立しよう 

新会員を獲得することと現在の会員を維持することは全

く別な作業です。どちらかというと大事なのは会員の維持で

す。病気になったり、年をとって辞めたりなど不可抗力な部

分での退会は仕方がありませんが、そうでない理由で退会さ

れる方をどう食い止めるかが重要です。 

会員の勧誘と維持は全会員の責務です。そこで優れたロー

タリーアンは会員候補者を惹きつける重要なポイントとな

ります。 

★自クラブの現状を把握しよう 

10 年間各年の入会者数と退会者数を調べて、その年は何人

入って何人辞めたから、結果として増えたのか減ったのかと

いう様に捉えていただきたいと思います。例えばあるロータ

リーは 3 人増えました。3 人と言っても、25 人増えて 22 人

辞めているのです。歴史のあるクラブでも辞める人の数は多

いのです。どのくらい平均で辞めていくのかを考えて、それ

を上回る数を増やすことをしなければなりません。一番大切

なことは昭島中央さんとして何人のクラブになりたいのか

ということです。必ず目標を立て、1 年では難しいので長期

計画を作って方策を練ってください。 

★クラブ評価ツールを使ってみよう（WEB から簡単に入手） 

クラブの状態を知るために、会員満足度アンケートや退会

会員用アンケートなどを是非活用していただきたいと思い

ます。 

2011～2012 年度クラブ運営方針 

「全員参加でさらなる活力」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2011年（平成 23年）10月 26日（水） 

第 1048 回 例会報告 
 



★クラブの入会・退会数の推移 

昭島中央さんは 2007 年 7 月 1 日時点で 33 名だったのが

2011 年 6 月 30 日時点で 41 名ですが、平均すると毎年 5 名

くらい退会されています。地区としては純増 1 を目標として

いますので毎年 6 名入れなければならないということです。 

★新会員をどこで探しますか 

・友人、知人、地元の企業、ご近所の人 ・専門職協会 

・商工会議所、青年会議所 OB、地域の NPO 

・ローターアクター、ライラリアン、米山の OB 

・ご家族 ・成功者、有名人 

・60 歳以上の奉仕年齢適齢期の方々 

↑会員増強セミナーでの司葉子さんの言葉。ロータリーに魅

力を感じており、是非やりたいと思っていたが、忙しくて出

来なかった。60 歳を過ぎると、ある程度自分の裁量で色々調

整出来るし、時間の余裕も出てくる。そのような人達をたく

さん誘うべき。 

★会員増強が出来る方とは 

・有力な人脈をもって居られる方・積極的で社交性のある人 

・求人活動、営業活動の経験者 

・ロータリーに関して広い知識を持っている人 

★退会の理由 

・つまらない・つまらなくなった・人間関係を築けなかった 

・いやになった・歓迎されていない 

・重要だと思われていない 

・会員であるという誇りを感じなくなった 

・クラブ指導者と意見が合わない・下働きをさせられる 

・年齢、転勤、退職、病気、それに経済的理由 

★打つ手はあるか？  ある！ 

・もっと多く、奉仕活動をやる（共に汗をかく） 

↑皆さん黙っていると、行かなければならないとは思ってい

ないので参加しない。声を掛けることが大切。ロータリーは

会合がたくさんあるが、それは人と人が会うチャンスを作る

ためである。これがロータリーの綱領の１番。 

・親睦を図る（共に遊ぶ）クラブ内、地区、世界 

・ロータリーについて学ぶ 

～活動が楽しければ、めんどうな事も自分でやる～ 

★入会直後の対応が重要 

・入会直前・直後のオリエンテーションが重要 

・本人に合ったプロジェクトに参加してもらう 

・まずは、馴染んでもらう・・・遊びにさそう 

・ロータリーの良さを認識してもらう・・・研修 

・新会員のネットワーク作りに協力する 

★新会員に対する対応を間違えるな 

・入会後すぐに「新会員が何ですぐおれに挨拶に来ないんだ」

とか「新会員だから下働きをさせるのが当然だ」と体育会系

の対応すると「バカにするな！」「こんな所にいられるか！」

と辞めてしまう。 

↑まず、ロータリークラブに馴染んで頂こう！ 

「1 年間はお客様扱いするする必要有り」 

★3 年目までの時期 

・こんなはずではなかった（出席、お金） 

・会員になったのにメリットがない、何でこんな事をやらさ

れるのか、スポーツクラブなどと違うなどの理由で辞めてし

まう。 

↑どうすれば良いか 

・地区の新会員セミナーに参加して頂く 

・同好会に入会を勧める 

・ロータリーについて学ぶ機会を増やす 

・ＩＭ，地区大会、世界大会への参加を誘う 

・親睦会や旅行会に度々誘う・委員会活動に興味を持たせる 

・出席をあまりうるさく言わない 

・委員会で副委員長になってもらう 

★3 年から 7 年目 

辞めないためにどうすれば良いか 

・クラブで指導的役割(委員長、幹事、副会長)になって頂く 

・地区の研修、ＲＬＩなどに参加して頂く 

・地区の委員として活躍して頂く 

★10 年以上（パスト会長、ベテラン） 

・クラブ指導者に不満 

↑どうすれば良いか 

・地区レベルのより指導的な役割（ガバナー、ガバナー補佐、

地区委員長）になって頂く 

・退職した会員はクラブの指導的役割や地区の役職を務める

時間的余裕がある 

★若いロータリアンにとって 

若いロータリアンにとっては自分のビジネスに参考になる

先輩のアドバイスが重要。 

その為の炉辺会談を企画する。ビジネス上の相談が出来る先

輩ロータリアンが若いロータリアンを指南するミーテイン

グを積極的にやる。 

★会員維持の最重要点 

例会に来なくなったらやがて辞める 

声をかけよう 

会員の維持と勧誘を全員一人ひとりが実践しましょう 

 

●ニコニコ BOX発表  （今藤 貫徳親睦委員長） 
 

◎伊藤会員 妻が退院できました。 

○佐藤会長 地区会員増強・クラブ拡大委員会委員長

本日は卓話ありがとうございました。 

○蜂巣幹事 石井義興様、本日は卓話、ありがとうご

ざいました。 

○小島会員 石井様、本日は、ありがとうございまし

た。また、先日、念願のゴールド免許に

なりました。これからも安全運転でまい

ります。 

○前澤会員 石井様お忙しい中卓話ありがとうござ

いました。当クラブも 50 名体制に向か

って頑張ります。 

結婚記念 渡邉会員 
 

●出席報告     （伊藤 満雄出席副委員長） 

 

会員数  44 名 出席義務会員  41 名 

本日の出席 28（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告（岡野 景子広報・雑誌・IT副委員長） 

 

この度、当クラブのホームページを開設いたしました。今は

アドレスバーに URL を直接入力するとホームページが見ら

れます。1 か月くらい経つと、漢字入力で検索すれば出てく

るようになります。皆さんのご協力が必要ですので、1 日 1

回お茶を飲む前にこの URL を入れてホームページを見るよ

うお願いいたします。 
 

東京昭島中央ロータリークラブホームページ 
http://tokyo-akishimachuo-rc.org/ 
 

●次週例会予定  （山中 幸子プログラム委員） 

 

11 月 2 日（水） 

～指名委員会設置について～ 

～「卓話」佐々木 稔郎会員～ 

 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 


