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「ヤル気と情熱で新しい仲間を増やそう！！よい奉仕をするために」
国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ

2022 年（令和 4 年）8 月 10 日（水）

TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB

第 1545 回例会報告
事務局

●本日の司会

〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL

（荒川 義昭 SAA）

042-544-1001

●幹事報告

FAX

042-544-1002

（志賀 義任幹事）
地区より「ロータリークラブカ
ード作成のお願い」が届いており
ます。ロータリアンはロータリー
クラブカードを 作成する ことが
出来ます。このカードを使用する
と、0.3 パーセントが自動的にポ
リオプラスプロ グラムに 寄付さ
れます。

●開会点鐘

（中村 重昭会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●会務報告

（中村 重昭会長）

こんばんは。コロナの第 7 波が
本格化しております。
全国で 21 万
人を超えて、東京でも 3 万人の感
染者が確認されております。それ
から最近は死者が 270 名を超えて
おり、少し重度化してきたのかと
心配をしています。多摩中では、
国分寺ロータリークラブは 8 月の
例会は行わないという連絡がございました。当クラブに
関しましては、先日、初代会長、内藤会員、本田会員と協
議をしまして、今後の感染拡大状況によって、例会開催の
有無についての判断は会長幹事に一任ということになり
ました。よって、お盆休み後の例会につきましては、感染
状況を鑑みてなるべく早めに判断をしたいと考えており
ます。
それから、例会での食事に抵抗がある方もいらっしゃ
いますので、9 月からお食事はテイクアウトにして、ハイ
ブリット例会を行うことを考えております。
今朝、テレビを観ておりましたら、15 歳から 29 歳まで
の若者の 40 パーセントはお盆が何なのか知らないという
話がありました。私も子供の頃は、お盆にきゅうりやナス
を動物に見立てて飾っているのを見た記憶があります。
これは何かと言いますと、きゅうりは馬でナスは牛なの
だそうです。きゅうりの馬は、盆入りで早くご先祖様に来
てもらうためで、ナスの牛は盆明けでゆっくりあの世に
帰って欲しいという意味が込められているそうです。そ
れは、精霊馬、精霊牛と呼ばれているそうです。熊本や長
崎の一部では精霊流しが行われていますが、これは死者
の魂を弔ってお送りする為だそうです。

東京国分寺ロータリークラブより、8 月例会休会のお知
らせが届いております。
事務局の夏季休暇のお知らせを皆様に FAX いたしまし
た。お休みの間のお問い合わせ等は、幹事志賀の携帯まで
お願いいたします。
Zoom を活用したハイブリッド例会を開始いたします。

●クラブ協議会「増強」
※主旨説明
渡邉 信義増強委員長
本日は 1 テーブル 6 人程度、5
テーブルに分かれて協議をして
頂きたいと思います。各テーブル
に増強委員がおりますので、リー
ダーとして進めてください。
最後に各テーブルから発表を
して頂きますので、発表者を決め
てください。トータルで何人の候
補者がリストアップ出来たのか報告をお願いいたします。
後から、増強委員会より、その方々に連絡を取って増強を
進めて参りたいと思います。

A テーブル
荒川 義昭会員
鈴木洽六会員のお知り合いで、
会社は引退をされているけれど
もボランティア活動をされてい
る方がいるそうで、まだ声は掛け
ていないが、機会があればロータ
リーの話をしようと考えている
そうです。それから、志賀幹事か
ら車椅子の森田さんが当クラブ
の会員だった方の息子さんの事をよくご存じなのでご紹

介をして頂けるのではないかというお話でした。後は、
我々の仲間の建材屋さんの息子さんも候補に挙がってお
ります。
それから、例会の見学者をある程度集めて、日にちを決
めて同じ日に見学して頂くと、紹介者も呼びやすいので
はないかという意見がございました。

も一緒に渡すことで、ロータリーをより深く知ってもら
えて、入会につながるのではないかという意見がありま
した。

E テーブル
重森 元樹会員

我々のテーブルでは具体的なお
名前が挙げると共に、どのような
業種の方にアプローチが出来るか
我々 のテー ブル では候 補者と
を中心に協議をいたしました。ま
して 2 人の名前が挙がりました。
ずは、商店街で薬局や和菓子屋さ
星野初代会長からお 1 人、佐伯会
んをやっている方に対して、買い
員と岡 野和弘 会員 からお 会いし
物をした時にロータリーの話をし
て 1 度話をしたことがある女性が
てみるのも 1 つの手段ではないで
1 人挙がりました。女性の方は、 しょうか。また、元会員の方に対して再入会の話を持ち掛
小料理屋さんを経営しており、例 けるというのも有効ではないかと思います。
会日の 水曜に もお 店を営 業して
総括をしますと、身近な方にロータリーのお話をして
いるので、なかなか難しいという話でしたが、もう 1 度 みるのが大事ではないかということでした。その上で、自
アプローチをしてみてはどうかということでした。
分自身がロータリーを楽しんでいなければ、その楽しさ
は伝わりませんので、1 人ひとりがロータリーを理解して
好きになっていくのが第 1 歩ではないでしょうか。

B テーブル
神野 次郎会員

C テーブル
柴田 智幸会員

我々のテーブルでは、候補者の ●ニコニコ BOX
名前を挙げるところまでは、辿り
着かなかったのですが、増強の方
法について協議をいたしました。
まずは、職業分類の中からメンバ
ーにいない業種の方に、アプロー
チをしてはどうかという意見が
ありました。
それから、ロータリーの事を言葉で説明してもなかな
か難しく、話をしても逆に相手が引いてしまうこともあ
るかと思うので、来て頂くのが 1 番ではないかと思いま
す。毎例会に 3 人分くらいの予算を取って、いつ誰が来
てもよい状況を作っておくのも 1 つだと思います。パン
フレットに QR コードを貼り付けて、2 分間くらいの PR ●出席報告
動画を流せば、効果的ではないでしょうか。

D テーブル
岡野 和弘会員
こちらのテーブルでは、具体的
なお名前は挙がっておりません
でしたが、増強の具体策として、
AIJ や JC の方々を連れて来られ
ると良いが、現状はライオンズな
どに流れている傾向にあるとい ●次週例会予定
うことで、なぜこちらに来ないの
かを分析して、アプローチの方法
を考えた方が良いのではないかという意見が出ました。
それから、昭島の会社でありながら人的関係であろう
要因で、他の地域のロータリークラブに所属している方
が見受けられるということで、地元のクラブへの移籍を
働きかけることも考えられるのではないかと思います。
あとは、ロータリーを知って頂く手段として「ロータリー
の友」が活用できるということで、何人かにお渡ししたの
だけれども、なかなか読んでもらえなかったそうです。そ
こで、何年か前に作成した当クラブの紹介パンフレット

●閉会点鐘

（菅野 晋央親睦副委員長）
○中村会長
本日は「増強」についてのクラブ
協議会よろしくお願いいたしま
す。貴重なご意見ありがとうござ
いました。
○志賀幹事
クラブ協議会
願いします。

皆様よろしくお

（田畑 勝久出席委員）

会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

30 名

（下田 安治プログラム委員）
8 月 17 日（水）
RI 規定による休会

8 月 24 日（水）
クラブ協議会「細則」

（中村 重昭会長）

