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「おもいやりの輪」
国際ロータリー第 2750 地区

多摩中グループ
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（渡邉 信義副 SAA） ●会務報告

●本日の司会

●開会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●本日のお客様

米山奨学生

（佐々木 稔郎会長）

前回のクラブ協議会は、台風で
休会になりまして、やっと今回開
くことができます。本日は、クラ
ブの課題であるクラブの基盤強
化の一環といたしまして、50 人体
制ということについて、皆様に継
続して関心を持っていただくこ
とによって、その可能性が生まれ
てくると思います。実際には、7 名増強をして、会員数 55
名を目標としております。ロータリーは良いことをする
仲間だと思っておりますので、1 人でも仲間を増やして、
人のために良いことをする奉仕を皆様と続けていければ
と思います。

●幹事報告

多摩中グループガバナー補佐
多摩中グループグループ幹事

042-544-1002

（岡野 景子幹事）

安保 満様
相田 禎延様

呉 唯敏さん
（米山奨学金授与）
8 月 27 日（月）第 3 回創立 30 周年記念実行委員会が、
昭島市民交流センターで開かれました。

地区より、「平成 30 年 7 月豪雨」義捐金の報告が届き
ました。7,232,851 円の寄付が集まりました。ガバナー会
●ご挨拶（多摩中グループガバナー補佐安保 満様） の方針に従って、甚大な被害にあわれた 3 つの地区（2670
地区四国四県、2690 地区岡山・島根・鳥取、2710 地区広
本日は、来る 9 月 27 日に予定 島・山口）へ均等に送金をいたしました。
されておりますガバナー公式訪
9 月のロータリーレートは、1 ドル 112 円です。
問の前段として、皆様に協議会
をしていただき、クラブの課題
東京国立ロータリークラブより「第 24 回多摩中グルー
や魅力、雰囲気を、私からガバナ
プテニス大会開催のご案内」が届いております。
ーへお伝えいたします。是非、多
日時
2018 年 10 月 8 日（月・祝）
くの発言をしていただきたいと
12 時 30 分集合 13：00 開始
思います。
場所
テニスランド国立
本日はよろしくお願いいたします。
会費
一般 4,000 円／人 （懇親会は別途実費）
多摩中グループ各クラブより例会変更のお知らせが届
いております。詳細は事務局までお問い合わせ願います。

●クラブ協議会「増強について」
主旨説明（伊藤 満雄増強委員長）
本日は、クラブ協議会です。テ
ーマである「増強について」各テ
ーブルで話し合いをしていただ
き、代表の方がまとめを 1 分くら
いで発表してください。

A テーブル（中澤 紀之会員）

D テーブル（石田 尚久会員）
1 番多く出た意見は、唯一夜例
会をやっているということを、も
っと差別化するべきだというこ
とです。
それから、40 代前後の方、まだ
まだ人間関係が確立していない
ような方にもロータリーをアピ
ールして、その良さを伝えていく
べきだという意見もありました。その他に、1 ヶ月に 1 回
は楽しめるような例会を企画して、それを見学対象の例
会にしてはどうかという意見がありました。
最後に、昭島中央ロータリークラブ独自のリーフレッ
トを作成して、アピールしてはどうかという意見があり
ました。

まずは、女性会員を増やすとい
う意見が出ました。そのためには、
現会員の中身の関係をもう少し
E テーブル（指田 裕士会員）
強化する。関係が良くなれば、自
会長が今年度 7 名の増強を目標
然と女性会員が入ってくるとい
としているということで、1 会員
うことです。女性は、ソロプチさ
1 名を増強すれば 100 名になりま
んに入ってしまう傾向があるの
すが、現実として考えると、その
で、声掛けをして、見学をしてい
中で 15 パーセントの方が入会し
ただくこともひとつの方法ではないかと思います。
ていただけると、達成出来るので、
それから、男性会員の会費を見直すという意見や、何ら
そんなに難しいことではないと
かの理由で退会された方に、時機を見てもう一度、声掛け
思います。
をしてみるという意見もありました。
まずは、それぞれが増強に対しての責任を持って 1 人 1
私もそうでしたが、ロータリーというのは、外から見る
名を紹介するという気持ちを持って頑張れば、15 パーセ
と敷居が高いように感じるので、気軽に見学など出来る
ントの 7 名を達成できると思います。
と良いと思います。
それから、他のテーブルの意見にもありましたが、1 ヶ
月に 1 回は楽しめる例会として、懇親会を含めての例会
B テーブル（佐藤 義弘会員）
をすれば、出席率も上がるので良いと思います。
ロータリーは楽しくなければ
いけない、そしてその楽しさを、
総評（伊藤 満雄増強委員長）
皆に発信していかなければなら
皆さんの意見は大体一致していると思いますが、50 名
ない、というのが星野パスト会長
を常に維持するためには、55 名にしなければならないと
のご意見でした。誰かがやるだろ
いうことです。3 名くらい入会しては、3 名くらい退会す
うというのではなく、1 人 1 人が
るという状態が続いていますので、1 会員 1 名の増強に努
責任感を持って、増強をすること
めてやっていただきたいと思います。そのためには、1 ヶ
が大切だと思います。
月に 1 回は親睦会を開いて、飲みニケーションを深めれ
ば良いのではないかということです。
C テーブル（内藤 征一会員）
それから、女性会員を増やしていくというのも良い考
我々のテーブルでは、
会員 50 名
えだと思います。ゴルフ部は活動が活発なようなので、そ
以上ということを課題にして、話
こから親睦を深めて増強していくのも良いと思います。
をしました。C テーブルは、入会
したばかりの方が殆どで、まだ分
講評（安保 満ガバナー補佐）
からないことも多く、入会のお誘
大変活発な意見交換をしていただきました。会員増強
いをするのは、同業種でも良いの
は、ロータリーを含めて多くの団体が抱えている問題で
かという質問がありました。それ
す。人口減少や、会員対象の方の選択肢の多様化、また、
は勿論構いませんし、地域も昭島
昔であればお付き合いで入会するという方が結構いらっ
でなくでもよいという説明をしました。
しゃいましたが、今は減っています。何よりもロータリー
趣味を通して、親睦を深めようという話が出て、ゴルフ
クラブに入会することの価値が見えない、という方が多
などをやりながら知り合いを誘っていこうという話も出
いように思います。お金と時間を使って、その団体に入る
ました。それから、夜間例会のメリットを皆さんに説明し
ことのメリットをきちんと説明出来れば、安心をして入
ながら、お誘いをした方がよいのではないかということ
会出来るのではないでしょうか。
でした。
面白くなければ人は集まらないというお話がありまし
私が 20 周年の会長の時には、会員を 11 名増強しまし
たが、面白いだけでも人は集まりません。楽しさにプラス
た。なぜ、そんなに増やせたのかというと、その時の記念
して、その団体に加わって一緒に活動することの達成感
事業、記念式典について皆で話し合いを重ねました。そこ
や、充実感がなければ長続きはしないと思います。クラブ
から、段々と盛り上がり、その中で会員増強をしようとい
が魅力的になることによって、会員が集まり、会員維持に
うことになりました。今年度は 30 周年です。これから盛
も寄与すると考えております。会員 1 人 1 人が魅力的に
り上げていけば、7 名以上は増強出来ると思います。
なれば、クラブ全体が魅力的になる、という考えでよろし
いのではないでしょうか。この方が入っているから、自分

も入りたい、そのように思わせることが出来れば会員増
強はうまくいくのだと思います。30 年という区切りの年
ですので、是非、会員増強に成功なさってください。

●ニコニコ BOX 発表

●出席報告

（柴田 智幸親睦委員）

（志賀 義任出席委員長）
会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

33 名

（メイクによる出席者数を除く）

●ご報告

（久田 寿男会員）
欠席が続いてしまい、申し訳ご
ざいません。札幌に出張をしてお
りました。是非、札幌の例会に参
加するようにということで、参加
をしてバナー交換をしてまいり
ました。しっかりと昭島中央ロー
タリークラブの PR をしてまいり
ました。

◎内藤会員
ガバナー補佐安保さま、グループ幹事相田さま、本年宜し
くお願い致します。
◎久田会員
長く欠席、申し訳ございませんでした。
○佐々木会長
多摩中ガバナー補佐安保満様、グループ幹事相田禎延様、
ご来訪ありがとうございます。
今日は宜しくお願いいたします。

●次週例会予定
○伊藤会員
ガバナー補佐安保様、グループ幹事相田様、ご来訪ありが
とうございます。

（今藤 貫徳プログラム委員長）

9 月 12 日（水）

○今藤会員
増強頑張りましょう。
ガバナー補佐、グループ幹事ようこそ。

「前年度決算報告」

○佐藤会員
ガバナー補佐グループ幹事の来訪ありがとうございます。
・岡野幹事
ガバナー補佐安保様、グループ幹事相田様、ご来訪ありが
とうございます。
・石岡会員
安保ガバナー補佐、相田グループ幹事、ご来訪ありがとう
ございます。

●閉会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

