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会長 前川 成吉

例会報告（平成 29 年 9 月 28 日）

幹事 倉石 昌治

会報委員長 桜井 隆宏

退院いたします。私の会長代理も今回で終わりそう
です。皆様も私も安堵したと思います。

点

鐘

副会長

土屋俊夫

さて、ゴルフにまつわる話をしたいと思います。あ

ソ ン グ

「我らの生業」

る会合に出席してきましたが、その会の会長の話の

唱

「四つのテスト」

一部を紹介したいと思います。ゴルフプレー中同伴

会長挨拶

副会長

土屋俊夫

者がカートに乗らず歩いていたので、カートに乗る

幹事報告

幹 事

倉石昌治

ことを勧めたところ「足は歩くためにあるのです」

和

プログラム

と断られたそうです。ラウンド終了後、その会話の

本日のお客様

続きとして「頭は下げるため、口は褒めるためにあ

第 2790 地区会員増強退会防止委員会

る」と言われたとのお話でした。意味深い話だった

委員長 増谷信一様

ので紹介いたしました。続きがありまして、妹夫婦

大網ロータリークラブ

清宮建治様

と食事した際、義理の弟が笑いながら私を見てペコ

奨学金授与（王堯玉さん ）

ちゃんペコちゃんと言いました。あの不二家のペコ

各委員会報告

ちゃんの事です。理由を聞いたらペコちゃんは前後

卓話（地区会員増強委員長 増谷信一様）

には動くけど左右には動かないとの事です。あまり

副会長挨拶

ハイハイと受け入れるのは危険だとの話になりまし
た。その様なわけで頭を下げる事もなかなか難しい
と感じた次第です。
会務報告はありません

幹事報告
①例会のお知らせ
・茂原東ＲＣ
本日の例会に地区会員増強・退会防止委員会委員長

・茂原中央ＲＣ

増谷 信一様、大網ロータリークラブ清宮建治様が

・大網ＲＣ

来訪頂きました。増谷様には後ほど卓話をして頂け

②会報受領クラブ

ますので楽しみにしております。

・旭ＲＣ

さて、先週の寺嶋ガバナー公式訪問例会及び協議会

・小見川ＲＣ

が無事終了したのは会員の協力のおかげでした。あ

③ガバナー事務所より

りがとうございました。前川会長は明日 29 日無事

・奉仕プロジェクト委員会セミナー報告書

・日台ロータリー親善会議のご案内

たち３年生のゼミはまた古西さんの店に行きますの

・10 月のロータリーレートは 1 ドル＝112 円

でよろしくお願いします。今日は大阪で買ったお土

④その他

産を持ってきましたが、ちょっと人数分には足りな

・10 月の第一例会よりネクタイ着用

いので、また埼玉県のお菓子も買いました。皆さん

・例会終了後、プログラム委員会開催を開催致しま

どうぞ召し上がって下さい。

す。

委員会報告
寄 付
鈴木恭一会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHS 4 回目

◇おにぎり会

会計

渡邊 孝文

おにぎり会より、昨日ＦＡＸにてお知らせしており
ますが、10 月 20 日、今年度最初のゴルフコンペを
鈴木会員 / 土屋副会長

松尾ゴルフクラブにて行いたいと思いますのでたく
さんの参加よろしくお願い致します。

奨学金授与

卓話
「 他クラブが行っている会員増強
・退会防止のためのいろいろな活動例 」

米山奨学生 王さん / 土屋副会長

近況報告
皆さんこんにちは。今日は遅れまして申し訳ござい
ません。９月、大阪へゼミ旅行に行きました。すご
く楽しかったです。大阪で美味しいたこ焼きと串カ
ツを食べました。ユニバでもハリーポッターのショ

第 2790 地区会員増強・退会防止委員会
委員長

増谷 信一様

ーを見て、すごくきれいですばらしかったです。も

土屋会長代理を始めと致します成田空港南ロータリ

うすぐハロウィンなので、夜、ゾンビの踊りを見ま

ークラブの皆様、こんにちは。改めまして、私くし

した。怖くて面白いです。そして大阪城にも上りま

は寺嶋ガバナー年度、管理運営統括委員会の会員増

した。大阪の鶴橋で韓国の焼肉を食べましたが、山

強・退会防止委員長をお受け致しました。第 10 分

本先生は「こっちより古西さんの店の焼肉の質が高

区柏西ロータリークラブ所属の増谷信一と申しま

くて美味しい」と言われました。12 月ぐらいに私

す。どうぞ宜しくお願い致します。又、成田空港南

ロータリークラブより地区に出向をしております米

す。
（女性会員０名）ですから、ガバナーが推奨し

山記念奨学委員会・冨委員長様には大変お世話にな

ている事を数字で表しますと、会員拡大は３名～４

っております。

名（内女性会員は１名）をして下さいと言う事に成

さて、今日の卓話は成田空港南ロータリークラブよ

ります。

り「他クラブが行っている会員増強・退会防止のた

寺嶋ガバナーは、伝統的な慣習を固持するクラブを

めの色々な活動例」について伊藤プログラム委員長

除き、女性会員の増強を推奨下さい。と言っており

より事前にご依頼がございました。限られた時間で

ます。是非、女性会員の拡大をしてみて下さい。

すが会員拡大についてお話をさせて頂きます。

ここで横芝光町について簡単に調べて参りました。

その前に、先月の 8 月 26 日にガーデンシティ千葉

2006 年（平成 18 年）3 月 27 日に、千葉県山武郡横

におきまして地区会員増強・退会防止セミナーを開

芝町と匝瑳郡光町が合併し、新たに発足をした町、

催致しました所、成田空港南ＲＣより倉石幹事・内

合併前の横芝町と光町は別の郡に属していたが、現

田会員増強委員長がご出席をして下さいました。当

在の横芝光町は山武郡に属します。

日はお忙しい中ありがとうございました。又、冨

経済は、農業・漁業が中心で、企業も日本ＧＥ・エ

委員長の米山委員長セミナーが同日に千葉市で開催

ンジンサービスや千葉窯業等を含め７社以上の企業

をされました。会員の登録数を二分してしまい、こ

工場が有ります。人口は約 23,000 人と、インター

の場をお借り致しまして冨米山記念奨学委員長には

ネットで横芝光町を検索しますと出て来ました。

お詫びを申し上げます。申し訳ございませんでし

今、この横芝光町にはロータリークラブが１つです

た。それでは、本題に入らせて頂きます。

か？ ライオンズクラブは、幾つ有りますか？ 青

先日の地区会員増強・退会防止セミナーでもお話を

年会議所や商工会議所青年部等は広域的になって居

させて頂きましたが、本年度の会員増強の基本に成

るのかな？

りますので、あえて今日もお話をさせて頂きます。

会員拡大をするうえで、このＪＣや青年部の卒業生

2790 地区寺嶋ガバナーの「活動方針」に、会員拡

は、もう何処かの組織に所属をしていると思います

大・退会防止について次の様に述べております。

し、仕事関係やＰＴＡやサークル等も含め、出尽く

〇会員増強にあっては、女性会員の増強を推奨し、

しているのが現状だと思います。しかし、会員拡大

会員となる可能性ある分母の拡大を図ります。

はしなくてはなりません。私ごとになりますが、２

〇フェローシップと連携して会員相互の交流をはか

年前櫻木ガバナーの時にフェローシップ委員会委員

り、退会防止の一助と致します。

長をさせて頂きました。地区内では野球チームやゴ

又、会員増強については、明確に記載をしておりま

ルフ大会が有りましたが、その他にも趣味グループ

す。

を沢山作るという事業を致しました。趣味別交流会

・各クラブに対し、年度を通じての会員数の純増を

では、
（音楽・俳句・刀剣・野球・写真・釣り・ウ

推奨下さい。
・数値目標として、1 人あるいは 10％純増のいずれ
か多い方を目標とすることを推奨します。
・伝統的な慣習を固持するクラブを除き、女性会員
の増強を推奨下さい。
・全会員数に対する女性会員の割合を、５％引き上
げることを推奨いたします。

ォーキング・二輪車・四輪車）の９つのグループ別
に集まる交流会を致しました。その中で、二輪車の
会が発足し今年で３年目を迎えます。年に２回秋と
春にツーリングを開催しております。現在 35 名の
会員登録が有り、まだまだ地区内では後 20～30 名
の二輪車愛好家が入ると聞いております。
皆様、覚えておりますか？その時の、地区大会で

以上が、寺嶋ガバナーの会員拡大についての記載内

「二輪車の会」が協力し、ホテル１階入口に世界で

容です。この内容を踏まえて、本年度会員増強・退

数台しか存在しないオートバイ４台を展示させて頂

会防止委員会は『会員拡大は永遠のテーマ』と

きました。
〔ボスホス・アメリカ製 8,200 ㏄〕〔ＢＭ

題して 2790 地区内 83 クラブ（合計 300 名）の拡大

Ｗクライザー・ドイツ製 1,000 ㏄〕
〔ハーレーダビ

に挑戦して行きます。

ットソン トライク・アメリカ製 1,600 ㏄ ２台〕

では、会員増強を成田空港南ロータリークラブに置

です。2790 地区のロータリアンはとんでもないオ

き換えますと、現在会員数は 34 名、7 月のスター

ートバイを持って入るとつくづく感じました。

ト時より 1 名退会者が出てしまったと聞いておりま

ここで、一つ言いたい事はこの「二輪車の会」会員

には、以前にロータリークラブに所属している方や

ました。１．ロータリーとはから始まり、11 項目

趣味を通じて今度ロータリークラブに入会しようと

に渡り分かりやすく、入会予定者に会員が誰でも説

考えている方が数人おります。まさしくフェローシ

明が出来る様になっております。是非、利用してみ

ップを通じての会員拡大になるのではないでしょう

てはいかがですか？

か。会員拡大は、誰かが入れるだろうでは無く、会

次の「退会防止」についてです。退会防止に対して

長や幹事・会員増強担当委員長が中心となり、会員

は年間を通して年齢的な問題や病気・諸事情を除

一人一人並びに同業者や趣味仲間がグループ単位

き、スポンサーを先頭にクラブ全体で取り組みフォ

で、本気で会員拡大に取り組む事が大事です。

ローをして行くことが退会防止につながると考えて

ここで、私が所属をしております、柏西ＲＣの会員

おります。年度切り替えの６月には毎年多くの会員

拡大についてお話を致します。柏西ＲＣは、1975

が退会をしてしまいます。是非今から長期欠席者を

年（昭和 50 年）に出来たクラブです。発足当時か

含めて退会防止に取り組んでみて下さい。

ら会員数は 50 名以上のクラブです。7 月のスター

話がまとまりませんが、会員増強の卓話とさせて頂

ト時点では 63 名でしたが、現在 3 名の拡大が出来

きます。ありがとうございました。

66 名に成りました。これからも入会予定者が後 4～
5 名リストが上がっております。第 2790 地区にお
いては 4 番目に大きなクラブとなりました。この会
員拡大の要因の一つが入会金の免除です。2 年前ま

ニコニコボックス

では入会金が 10 万円、年会費が 30 万円という高額
なクラブでした。当時入会をしやすい様にＲＩや地

土屋俊夫君・内田裕雄君・伊藤元雄君・渡邊孝文君

区内においても入会金を無くす議論がされておりま

上原広嗣君・秋葉英昭君

した。柏西は、一年間の理事会議論をへてクラブ細
則の変更により入会金を無しにする事が出来まし
た。その事により新入会員が入りやすくなったと思
います。

…地区会員増強･退会防止委員会委員長 増谷様
ようこそ
鈴木恭一君・石田喜一君
…大網ＲＣ清宮さんようこそ

本日計
累 計

8,000 円
185,004 円

出席報告
例会日

会員数

出席

出席率に
用いる数

％

9 月 28 日

34

23

32

71.88

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

もう一つがこの「ロータリーへのお誘い」のパンフ
レットだと思います。
「会員増強・退会防止セミナ
ー」でも参加者全員へ入会資料としてお渡しを致し

