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クラブ協議会 新会員歓迎会＆1400 回記念例会 
 

●本日の司会        （中村 重昭副SAA） 
 

 
 

●開会点鐘        （佐々木 稔郎会長） 
 

●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 呉 唯敏さん 
 

●会務報告        （佐々木 稔郎会長） 
 

 先日、テレビを観ていましたと

ころ、あることに釘づけになりま

した。駅伝で足を怪我してしまい、

出血をして這って進みながら、ど

うにかタスキを渡そうとしてる

選手の姿です。日本人ならば、あ

れを見ると、チーム全体のために

タスキを繋ごうとしていること

が理解できます。外国人ですと、この人は何をしているの

だろうと思うかもしれません。 

 それから、尾畠さんという方が、行方不明の子供を見つ

けて助けたというのを観ました。私達は子ども食堂をや

っていて、100 人近く来るのではっきり言ってアップアッ

プしていた時です。入場制限をするべきか悩んでいたの

ですが、尾畠さんをみて、そんな生ぬるいことは言ってい

られないと、勇気をもらって、背中を押される思いでした。

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 

 

 10 月 18 日（木）創立 30 周年

記念事業で、岩泉へ寄付金贈呈の

ため11名で参加をいたしました。 
 

 10 月 24 日（水）ホテルメルパ

ルク東京にて「広報・IT 基礎セミ

ナー」が行われ、岩本広報・会報・

IT 委員長が出席をいたしました。 
 

 地区より「平成 30 年 7 月豪雨義捐金のご報告」が届い

ております。義捐金は 7,232,851 円集まりました。 
 

 山の手西グループよりＩＭのご案内が届いております。 

日時 平成 30 年 11 月 19 日（月） 

   登録開始 17：30 点鐘 18：00 閉会点鐘 20：30 

場所 セルリアンタワー東急ホテル 

登録料 8,000 円 
 
 

●クラブ協議会 

 

主旨説明（伊藤 満雄増強委員長） 

 皆様、こんばんは。先月に増強

についてということで、第 1 回ク

ラブ協議会を行いまして、今回は

2 回目となります。「具体的な増強、

今後の課題」について各テーブル

で協議をしていただき、代表者が

1 分程度で発表をしてください。

よろしくお願いいたします。 
 
 

A テーブル（指田 裕士会員） 

 40 名でスタートして、現在 48

名ということは、30 年間で色々出

入りがあっても、結局は 8 名しか

増えていないので、現実はこうい

うものなのかと実感してしまい

ますが、辞めさせないことが大切

だということです。 

 今回、具体的にどのようにやっ

ていくのかについては、事前説明会や、例会の見学会を開

くのはどうかという意見が出ました。JC や AIJ はある年

齢になると卒業になるので、そちらへ説明会に伺ったり、

本格的にアプローチをするというのがひとつの案です。

もうひとつは、ロータリークラブとは別の団体に所属し

2018 年（平成 30 年）10月 24 日（水） 

第 1404回例会報告 

 



ている方がいると思うので、そちらへも説明会へ伺って、

入会してもらう努力をしたほうが良いのではないかとい

う意見がありました。 
 
 

B テーブル（吉野 和也会員） 

 具体的にということで、3 名の

方のお名前が上がりました。その

3 名の方も含めて、まずはお客様

として例会に来ていただき、クラ

ブの雰囲気を感じてもらっては

どうかという意見にまとまりま

した。お誘いをするための足掛か

りとして、増強用のパンフレット

を作成して、説明をするのもひとつだと思います。 
 
 

Cテーブル（鈴木 洽六会員） 

 私達のテーブルで出た意見は、

もっと楽しめて気楽に例会に参

加してもらう。そして、自分達が

経営者である以上、お客様がたく

さんいらっしゃるので、そのお客

様にも声を掛ける。そして、少な

くとも月 1回の参加日のようなも

のを設けて、魅力のあるロータリ

ークラブをアピールする。 

 どなたが誰を薦めたらよいか、という意見がありまし

たので、我々は仕事をやっておりますので、規律を守りな

がらもう少しハードルを下げ、参加しやすくしたほうが

良いのではないかということでした。 
 
 

D テーブル（内藤 征一会員） 

 まずは、女性会員を増やすとい

うことなのですが、この地域では、

やはり女性はソロプチさんへ行

ってしまいます。その点は、難し

いところです。 

 それから男性会員の会費を見

直すということですが、毎年それ

ぞれの会長に聞くと、予算が足り

ないという話になるので、これ以上下げるのは、厳しいの

ではないかと思います。 

 退会された方に声を掛けるというのは、これからもや

っていこうと思います。それから、現在会員が 48 名で、

50 名が目標ということですが、これは皆さんの努力で達

成できると思います。 

 AIJ と JC の方をお誘いしたいので、親が子を AIJ や JC

に入れて、繋がりを作ってお互いに協力する関係を作っ

ていくという意見があがりました。 

 20 周年の時には 11 名増強しましたが、30 周年の実行

委員会は現在どのような状況なのでしょうか。クラブ内

で盛り上がっている雰囲気がありません。さきほど、パン

フレットを作成するという話がありましたが、もう作ら

ないと間に合いません。会員それぞれに、30 周年をやる

という意識が欠けていると思います。 
 

E テーブル（岡野 和弘会員） 

 まず、大前提として増強は、会

員 1人 1人の問題だということで

す。それを前提として、退会され

た方へのお声掛けをして、もしそ

の方が難しければ、その息子さん

へお声掛けをするという意見が

上がりました。それから AIJ と JC

の卒業生を引っ張るという話が

このテーブルでも出まして、やはり例会に足を運んでい

ただいて、クラブの雰囲気を味わっていただくのが良い

ということでした。逆にこちらが AIJ や JC の例会に出向

いて、話をするということも 1 つだと思います。 

 あとは、野球教室などの事業を他の団体と合同でやれ

ば雰囲気を感じてもらえるのではないかという意見もあ

りました。それから、ロータリーの友を渡して読んでいた

だくのも良いのではないかという意見もありました。 
 
 

総評（伊藤 満雄増強委員長） 

 皆さん、各テーブルで話し合っていただきありがとう

ございました。今回は、2 回目ということで、具体的にど

うしたら良いかを考えていただきました。やはり、AIJ や

JC に先輩が声を掛けるということです。 

 昨年度、昭島 RC が 50 周年で鈴木会長が熱を入れて、

沢山入会をさせましたので、当クラブも頑張らなければ

いけないと思います。飲みの席などに参加していただい

て、ざっくばらんにお話ができればよいと思います。皆さ

んのご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 

●ニコニコ BOX発表   （鈴木 栄親睦委員長） 

 

 
 

◎伊藤会員 

1400 回を祝し 新会員入会おめでとうございます。 

ゴルフ部競技会にて優勝致しました。 
 

◎渡邉会員 

1400 回例会を記念して 
 

○佐々木会長 

増強計画宜しく検討お願い致します。1400 回おめでとう

ございます。これからも楽しくいきましょう。 

 

○浅見会員 

例会 1400 回を祝し 
 

○椎名会員 

1400 回記念例会おめでとうございます。先輩方に感謝を

申し上げます。ありがとうございました。 
  



 

○鈴木会員 

ゴルフ部取り切り戦、優勝致しました。又、1400 回例会

を祝してニコニコ致します。 
 

○村野会員 

1400 回例会を祝して 
 

・岡野幹事 

10/18（木）朝早くから 30 周年記念事業 岩泉小本小中

学校・役場へご参加いただきありがとうございました。 
 

・荒川会員 

鈴木洽六会員、成田会員これから宜しくお願いします。

1400 回例会おめでとうございます。 
 

・宇田川会員 

1400 回例会を祝して！ 
 

・岡野和弘会員 

1400 回記念例会を祝して 
 

・中村会員 

新会員の皆さんおめでとうございます。 

よろしくお願いします。 
 

・曳地会員 

1400 回例会を祝って！ 
 

・星野明宏会員 

1400 回おめでとうございます。 
 

・若杉会員 

1400 回例会おめでとうございました。 

●出席報告      （志賀 義任出席委員長） 

 

会員数  48 名 

出席義務会員  46 名 

本日の出席  33 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

 

●委員会報告    （内藤 征一ゴルフ部会長） 
 

 今年度第 1 回のゴルフコンペを飯能グリーンというコ

ースで開催いたしました。優勝された方、ニコニコを出し

ていただきありがとうございます。会員競技会の優勝は、

伊藤会員で、2 位は本田会員、3 位は私です。それから、

取り切り戦で優勝したのは鈴木会員です。 

 11 月 8 日（木）には多摩中の親睦ゴルフが青梅カント

リーで開催されます。当クラブからは、佐々木会長、若杉

会員、鈴木栄会員、田畑会員、成田会員の 5 名が参加いた

します。 
 

●次週例会予定 （犀川 美佐緒プログラム委員） 
 
 
 

10 月 31 日（水）振替休会 
 

11 月 3 日（土）少年柔道大会 

（立川泉体育館） 
 
 

 

●閉会点鐘        （佐々木 稔郎会長） 

 

2018 年 7 月～3 月皆勤者 記念品贈呈 

浅見会員・荒川会員・石田会員・伊藤会員・今藤会員・岩本会員・宇田川会員・岡野景子幹事 

小山会員・佐々木会長・志賀会員・鈴木洽六会員・鈴木栄会員・田畑会員・曳地会員 

星野宗保会員・本田会員・村野会員・若杉会員・渡邉会員 

  

    



   

   

   

   

   

 


