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●本日の司会        （志賀 義任 SAA） 
 

 
 

●開会点鐘          （若杉 司会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 
 

●本日のお客様 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖様 

多摩中グループ グループ幹事 町田 裕紀様 

 
 
 
 
 
 

米山奨学生 鄭 聖潤さん 

（米山奨学金授与） 
 

 
 

●ご挨拶（多摩中グループ ガバナー補佐田中 靖様） 

 

 
 皆様、こんばんは。先日のくじら祭では楽しいひととき

を過ごさせていただきまして、ありがとうございました。

本日はクラブ協議会に参加をさせていただきます。増強

がテーマということでたくさんのご意見を伺うことがで

きればと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

●会務報告          （若杉 司会長） 
 

 先ずは田中ガバナー補佐、8 月

3 日（土）のくじら祭には暑い中、

ご訪問いただきありがとうござ

いました。そして、中澤社会奉仕

委員長をはじめとする委員の皆

様、田畑親睦委員長、会員の皆様

のお陰でくじら祭を無事に終え

られたことに感謝申し上げます。

猛暑の中、パレードはどうなるのか心配していましたが、

皆で新大くじらを引っ張って会場に無事届けられたこと

が本当に嬉しかったです。私も熱中症になりかけたので

すが、今藤会員に助けられて何とか参加することができ

ました。くじらが、新しいくじらでしたので、中澤委員長

が毎日、組み立てのことなどを気にしておりました。当日

も 4 時間くらい組み立てに時間がかかったそうです。そ

のような中で 1 歩 1 歩やっていけば、来年は今年の教訓

を活かせると思いますので、来年の社会奉仕委員会も頑

張っていただきたいと思います。 

 昨日は、2750 地区の第 1 回クラブ会長幹事会がグラン

ドハイアット東京にて開催されました。終了後に、RI 会

長のマローニご夫妻の歓迎晩餐会がおこなわれました。RI

会長にお目に掛かれたことは大変光栄でした。とても優

しい方でニコニコされていて印象の良い方でした。 
 
 

●幹事報告         （岩本 勝宏幹事） 
 

 地区より岡野景子会員に会員増強賞として感謝状とス

ポンサーピンが届いております。 

 
 

※ご報告（羽鳥 幸枝事務局員） 

くじら祭でプラカードを持つことになり、自分に務まる

かと不安でしたが、実際やってみると楽しくて、良い経験

をさせていただきました。本日、星野初代会長に最優秀敢

闘賞をいただきました。ありがとうございました。  
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●クラブ協議会「増強について」 
 

※主旨説明（岡野 景子増強委員長） 

 本日のクラブ協議会は、増強に

ついて皆さんと一緒に考えたい

と思います。会員増強は、地区の

重点目標の 1 つで、大きな変化を

もたらすために欠かせない要素

となっております。明日から実践

できるような行動について、また

今後について、各テーブルで話し

合っていただきたいと思います。 

 淺田ガバナーは5000人の仲間をつなぐロータリーとい

うテーマを掲げておりますので、皆さんの力で達成でき

るようよろしくお願いいたします。 
 

A テーブル（須田 宏樹会員） 

 具体的な増強についてですが、

JC や AIJ の OB の方がいらっしゃ

いますので、そのような方達にご

協力いただいて、若手の入会をは

かっていきたいと思います。そこ

でクラブの宣伝をしなければな

らないので、当クラブは退会者が

少ないということ、ロータリー活

動以外のプライベートの繋がりも活発であるということ、

東京においては珍しい夜間例会を実施していることなど

がセールストークになるのではないかと思います。 

 友人知人を紹介してもらうのは勿論ですが、紹介をす

る前に、我がクラブの文化、カルチャーに合うのかを考え

てからでないと、すぐに辞めることになってしまうので

はないかと思います。 

 今後の課題としては、SNS の時代ですので、フェイスブ

ックやインスタグラムの情報交換の場がありますので、

こちらに積極的に発信をしていくとこも大事だと思いま

す。 
 

B テーブル（本田 征勇会員） 

 皆さんのお手元にロータリー

の友があると思いますが、今月は

ロータリーの増強月間で、後ろの

ほうのページに増強についての

各クラブの活動などが載ってい

ますので、目を通していただけれ

ばと思います。 

 クラブ概況書に職業分類が載

っておりますが、それを活用していただいて、分類的にそ

ういう知人がいないかやってみてはどうかと思います。 

 増強をするためには、ロータリーとはどういうものか

をきちんとお伝えするのも大事だと思います。甘いこと

を言って誘うよりも、出席、会費などの決まりを説明して

からメイクなどの話もしていただければよいと思います。 
 

Cテーブル（志賀 義任会員） 

 何よりも大事なことは、退会者

を防止することではないかと皆

さんで話をしました。休みがちに

なってしまっている会員に、声掛

けをしたりメールで近況をうか

がったりするのが先決であると

思います。 

 それから、ロータリーの良さを

各々で感じて、その良さを実感すれば、人に伝えることも

できるのではないかと思います。田中ガバナー補佐も仰

いましたが、色々な素晴らしい方々と友達になることが

できます。クラブの中でも普段の生活では知り合うこと

ができない人達がいらっしゃいます。そのような方々と

友情を結ぶことができてるので、その素晴らしさを PR す

れば増強に繋がると思います。 

 例会に卓話者を積極的にお呼びして、増強に繋げるの

も有効であるという意見もありました。 
 
 

D テーブル（菅野 晋央会員） 

 具体的な増強についてですが 

・1 人 1 名声掛けをしてどのよう

な声掛けをしたのかを報告する 

・候補者の名前を挙げる 

・増強委員会がメインで動く、全

体で動くと他人任せになってし

まうので、増強委員が責任を持っ

て増強に励む 

・ロータリーに気軽に足を運んでいただき、1 度だけでな

く 2 度 3 度とロータリーの活動をよく見ていただく 

という意見が出ました。 

 私は入会したばかりで個人的な意見ですが、やはり 1人

でうかがうというのはとても不安です。誘っていただい

た方しか頼るところがないので、できれば入会予定者の

方を複数で呼んでいただけると、その方達と一緒に分か

らないことも共有できるので、良いのではないかと思い

ました。 
 
 

※感想（田中 靖ガバナー補佐） 

 素晴らしいクラブ協議会をありがとうございました。

私も C テーブルに参加させていただきましたが、1 つの

テーマを皆で話し合うという、これこそがクラブ協議会

だと思いました。誰かの話をただ聞くのではなく、意見交

換をすることが大切だと感じました。とても時間があっ

という間に過ぎてしまって、まだまだ皆さんのお話をう

かがっていたいような気持になりました。 

 今回の増強というテーマは、多摩中グループでも多く

のクラブがテーマに掲げております。そこにこれだとい

う解答はないのですが、それぞれのクラブが自分達の気

持ちをぶつけ合って、クラブとして皆で増強していこう

という意識を持つこと、それから会長のリーダーシップ

が大切だと思います。 

 他クラブの例で言いますと、目標数を思いきって例年

の倍くらいの数にしてみるのも効果があると思います。

それから、どのクラブでも様々な要因で若い会員がキー

になるということはよく言われていますので、参考にし

てみてください。 

 本日はありがとうございました。 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （田畑 勝久親睦委員長） 
 

 

◎◎◎星野会員 

くじら祭を祝して 
 

◎若杉会長 

会員の皆様くじら祭お疲れ様で

した。みんなで一緒に輝きました

ね。ありがとうございました。 



 

・岩本幹事 

くじら祭御協力みなさま有難うございました。 

岡野景子会員協議会よろしくお願いします。 

田中様、町田様、ご来訪ありがとうございます。 

 

・佐々木会員 

若杉会長、本田会員、志賀会員、宇田川会員、岡野景子会

員、子ども食堂へのお手伝いありがとうございます。 
 
 

8 月結婚記念 

佐々木会員・椎名会員・曳地会員 
 
 

●出席報告     （宇田川 泰弘出席委員長） 

 

会員数 49 名 

出席義務会員 47 名 

本日の出席 31 名 

 
 
 

●委員会報告   （指田 裕士国際奉仕委員長） 
 

 ファックスで皆様にお知らせ

したとおり、8 月 18 日（日）国際

奉仕委員会主催の車椅子整備を

おこないたいと思います。場所は

例年と同じで、時間は 10 時から

となっております。昨年はタイへ

送りましたが、今年はベトナムへ

車椅子を送る予定です。皆様のご

協力を得て、成功させたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 

●次週例会予定（曳地 義正プログラム副委員長） 
 

8 月 14 日（水） 

振替休会 
 

8 月 21 日（水） 

くじら祭打ち上げ例会 

 
 
 

 

●閉会点鐘          （若杉 司会長）

 
 
 

海外へ子ども用車椅子を送る事業（車椅子整備） 

2019 年 8 月 19 日（日）多摩包装（株）駐車場にて 

 

 

 

   


