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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「奉仕の理想」 

ソングリーダー 

宮原伊之人 君 

    

 四つのテスト唱和 

   宮原伊之人 君 

 

 会長挨拶   沼田時子 君 

月末になって申し上げるのも忍びないのです

が、8 月は会員増強月間で、本日は会員増強

フォーラムを斯波委員長にお願いしてありま

す。本年度地区目標は①50 名以下のクラブは

純増 1 名、②女性の入会を促す、③20～40 代

の若い世代の入会促進の 3 つです。6 月 26 日

に開かれた 2016～2017 年度会員増強セミナ

ーの講師は東京恵比寿ＲＣ所属、第 2750 地

区の会員増強・拡大・維持委員長を 2011 年

から 3 年務めた石井義興（ヨシオキ）氏でし

た。2750 地区は 2016 年 4 月末、4884 人で

日本一になったそうです。全国では 89,430 人

の会員数、内 2620 地区は 2984 人の在籍でし

た。会員増強をいかに実現したかですが、ま

ず現状分析し、結果として、入会者は不況で

も変わらないが、退会者は不況で増えたそう

です。また 4 割が 6 月末に集中したそうで

す。退会の理由として挙げられていたのは

「つまらない、人間関係を築けなかった、下

働きをさせられる等々」でした。当クラブに

も余りお顔を見たことがない方が数名いらっ

しゃいますが、「例会に来なくなったらやがて

辞める、一声掛けよう、火の用心」活動が大

事で、遊びの会合でもゴルフでも誘い合おう

とおっしゃっていました。西クラブの在籍数

は、私が入会した 2001 年の 7 月は 60 名、

2002 年に 53 名、2003 年 52 名それから 40
名台が 7 年続き 2011 年から 30 名台になって

しまいました。増やすことは勿論大事です

が、退会者が出ないようお声を掛け合ってく

ださるよう、特に二人の若い女性には親切に

ご対応いただけますよう宜しくお願いしま

す。 
 

 委員会報告          

       ロータリー財団委員会 渡辺 憲治 君 

現在わがクラブでロータ

リーカードを持っている

方は僅か５名。大変少

ないので皆さんにももっ

と入って頂きたい。ロー

タリーカードの寄付の仕

組み等を説明しえもら

う。 

 

 会員の誕生日祝い 

今田智久君 ６０歳の誕生日 

      プレゼントありがとうございま

した。還暦になります。ロータ

リーではそうでもないのです

が、会社ですと社員の平均

年齢が３０歳代と若いので気

になります。健康に気を付け

てこれからも頑張ります。 

 

 出席報告・スマイル   原承範 君 

本日、会員 37 名 

出席 23 名、欠席 14 名 

(無届なし) 

先々週 8 月 10 日 

会員 37 名、 

出席計算会員数 36 名、 

出席会員数 22 名 

メークアップ 1 名、改正出席率 63.89％ 

沼田時子 君 

今日は会員増強のフォーラムです。シバさんよろ

しくお願いします。 
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斯波幹和 君 

本日は会員増強委員会担当例会です。よろしくお

願いします。 

袴田文治 君 

本日は 210 日です。関東大震災を思い出します。

防災の準備は・・・ 

山梨 透 君 

8 月もいよいよ 31 日です。今年の 8 月は長い 1

か月でした！！ 

加藤博一 君 

奉仕プロジェクト委員会の皆様、29 日の打合せ

に御出席ありがとうございます。当日の残った参

加費にプラスしてスマイルします。 

冨田英児 君 

先週の土曜日、宮城島さんが西伊豆、田子（た

ご）の体験ダイビングに参加しました。エレベータ

ーの中での「僕も潜りたい」がきっかけでした。潜

ってみたい方、僕にひと声かけてください。 

今田智久 君 

皆様お久しぶりです。7/20 以来の出席です。申し

訳ありません。9 月 5 日で満 60 歳になります。健

康に気を付けて頑張ります。 

高橋雅美 君 

途中退席させて頂きます。すいません！ 

望月正弘 君 

本日早退します。申し訳ございません。会員増強 

フォーラム宜しくお願いします。 

 

 会員増強フォーラム 

会員増強委員会 委員長 斯波幹和話 君 

      ここ数年前から会員数

の減少が大きな問題に

なっています。今まで以

上にロータリーを楽し

み、親睦を深め、仲間を

増やすためにも、女性

会員獲得を意識すると

共に、40 歳未満の人の

入会も視野に入れ、我がクラブに相応しい活力あ

る人材を確保したいと思います。会員増強は、活

動の充実に繋がります。 

後半は、各テーブルでディスカッションを行い、そ

れぞれのテーブルの代表が報告して終了。いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 

 


