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石田会長の時間
10 月 20 日(日)に逗子市民まつりが開催さ

会を勧めやすくなると思いますし、公共イメージとして色々

れ、台風の影響で大雨の降る中、社会奉仕委員会が中心とな

なメディアを使ってロータリーの PR をして認知度を上げて

り東日本大震災復航支援のチャリティー活動を行いました。

頂ければより勧誘し易くなると考えています。例えば地区が

参加会員 20 名、その他ぼちぼちいこカー2 名、スウェー

ロータリー提供のラジオ番組を製作してロータリーの活動や

デンからの交換学生・エレンにお手伝い頂きました。例年に

意義等を宣伝して頂く事によって、ロータリーの事はラジオ

比べ雨天のため人出が極端に少なかったのですが、その中で

で聞いた事がある等の反応があるはずです。また入会対象者

も募金をして下さった多くの皆様に感謝申し上げたいと思い

だけでなくご家族方々にもご理解頂けると考えます。旧態依

ます。ご協力頂いた会員の皆様、大変ご苦労様でした。

然の広報活動ではロータリーの周知に限界があると思います。

この募金は、東日本大震災の被災者支援活動をしている「ぼ
ちぼちいこカー」へご寄付させて頂きます。

ロータリーのイメージアップ、認知度を上げ、幅広い世代
に周知させることが、将来の会員増強につながると考えます

今週末 26．27 日の両日、藤沢に於いて 2013－14 年度
国際ロータリー第 2780 地区大会が開催されます。第３グル
ープがホストの、今年度の最大の地区イベントになります。

が、如何でしょうか。
来週 31 日は、職業奉仕フォーラムです。職業奉仕につい
て皆で語り合いたいと思います。

どうか多くの会員にご参加して頂きたいと思います。
26 日の地区指導者育成セミナーに於いて質疑応答の依頼
を頂きましたので次の質問をしたいと準備しました。
会員増強策として・・・会員増強各については各クラブが
試行錯誤して、様々な方法で新会員の発掘に努力をしていま
す。しかし妙案が浮かばないのが現状ではないでしょうか。
対象世代の方々が少しでもロータリーの事を知っていれば入
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優秀コメント（ニコニコ委員会

〈８月〉
1 位 リモコンを 太陽に向け 下げてみる 橘 武
〈９月〉
1 位 夏痩せもせず夏が終わり、食欲の秋。あ～辛い。
高洲広美

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 6 名) 出席数 29 名：出席率 63.04%
10 月 26 日：会長・幹事会
27 日：新世代交流会

選）

前回修正出席率 77.78％

地区指導者育成ｾﾐﾅｰ（藤沢産業ｾﾝﾀｰ）
本会議 大懇親会（藤沢市民会館）

RI 会長代理歓迎晩餐会
当クラブは１６名が参加

島村 RI 会長代理は篤会員の友人

第 2780 地区の会員増強・会員維持

会員が多く、67 人いましたが、現在は 48 人で、やはり 3

委員会副会長という立場で、この夏、

分の 1 減です。その一方で、会員の最高齢が 91 才・最若

地区の 5 クラブを訪問しました。

年が 35 才と非常に幅広くなっています。

訪問したクラブは様々で、密度が濃

第 2780 地区では、漸く 2012-13 年の菅原年度で会員

い熱気溢れる雰囲気の例会場や、ゴル

数が増加傾向に転じました。これは菅原ガバナーをはじめク

フクラブの立派な例会場、銀行の中の

ラブ会長、幹事、会員増強委員長など皆さんの会員減少を阻

例会場、また、スカイプで外国在住の

止する強い“意志”による戦略、創意工夫が結実したものと

会員と話しをする例会など、それぞれ特色がありました。例

思います。同時にロータリーの低迷期は終わりを告げ、再隆

会の食事内容も量も、それぞれクラブの違いが出ていました。

盛期へと時代が移ったのかもしれません。相澤ガバナーは今

例会の進行は、どこの会も同じくしっかりしていて、国歌

年度の会員増強の目標を【純増 220 名以上】
（約 10％増）

斉唱、会長の時間、卓話と、やっていることはウチのクラブ

としました。

と同じで安心しました。

会員を増強するためには、クラブ全体の“意志”が必要

そこで、会員増強についての話しですが、日本のロータリ

です。逗子では 1996 年の前年度は強力な会長・会員増強

アンは、1996 年の 13 万人をピークに減少の一途をたど

委員長で増強気運が高まり、13 人増強しました。今年は

り、
3 分の 1 近くの 4 万 2 千人が退会しています。
第 2780

12 月までに 3 人を加えて 50 人超えにしたいと思います。

地区でも 1993-94 年度をピークとして 3 分の 1、約

是非、皆さんも意志を持って会員増強にご協力頂きたいと思

1,000 人減りました。我が逗子は、1996－97 年度に一番

います。

■ニコニコＢＯＸ

担当：服部

本日合計￥ ３６．０００

城太郎

累計￥７４３．０００

三宅君…策士もどき、策におぼれすぎました。

桐田君…市民まつりご苦労様。体調不良で参加できず。

石田君…20 日の市民まつりお疲れ様でした。26・27 日の

服部君…市民まつり、大雨まつりでしたね。

地区大会よろしくお願いします。

臼井君…市民まつり、雨で残念でした。

岡本君…台風でも地区大会あります。行きます。

橘(武)君…歌丸落語会、420 名集まりました。ご協力に感謝。

松井君…地区大会、台風直撃ですが開催します。よろしく。

安藤君…ハワイへ太平洋艦隊司令官交代式で行ってきまし

市川君、山科君、鈴木(安)君、岩瀬君、葉山君、匂坂君
…三宅会員、スピーチよろしくお願いします。
岩佐君…三宅会員、頑張って下さい。

た。今度は日系の人です。
山口君…高知へ行き 3 日間ゴルフをしてきました。
矢部(光)君…秋の夜長、一番いい季節のはずが台風銀座のお

矢部(房)君…先日の市民まつり、悪天候の最中募金活動がで
きました、皆様本当にお元気で何よりです。

通りに、又来るの！27 号・28 号。
村松君…秋の長雨です。台風の影響では・・。

山本(由)君、寺嶋君…雨の中市民まつり、お疲れ様でした。

桐ケ谷君…ペアの大型台風が来ないように・・。

高洲さん…雨の中ふれあい祭り！雨にも負けず、世間の風に

毛利君…台風・台風で振りまわされますね。

も負けず頑張ります。

徳永君…台風が安全に通過することを願って。

【１１月 行事予定 】
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初の 相模原大野ＲＣと 合同例会・・２１日 逗子で

2日

(土)

地区青少年交換委員会・オリエンテーション 13:00～

7日

(木)12:30

8日

(金)

地区第 8 回会員増強・会員維持委員会

三宅会員

第一相澤ビル

12 日

(火)

地区ガバナー補佐拡大連絡会議 16:00～19:00 松井・岩瀬各会員

第一相澤ビル

14 日

(木)12:30

19 日

(火)

21 日

(木)18:30

24 日

(日)

28 日

(木)12:30

30 日

(土)

地区会員増強情報交換会

15:00～

矢部(光)・服部・岡本各会員

ｻﾞ･ﾎﾃﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌｧｴﾛ

30 日

(土)

新会員の集い・大同窓会

18:00～

服部・岡本各会員

ｻﾞ･ﾎﾃﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌｧｴﾛ

第 1 例会

第２例会

「100 歳まで歩ける体づくり」橘 武会員 11:00 定例理事会

18:30～

相模原大野ＲＣと合同例会

インターアクト年次大会
第４例会

17:00～19：00

「逗子開成進学率躍進の秘密について」岩佐会員

第２グループ会長・幹事会
第３例会

エレンさん

11:00～

松井・石田・岡本各会員
卓話：青木盛久元ペルー大使
岩瀬・村松各会員

「音楽で繋がる心、繋がるアジアの未来」徳永淳二会員

第一相澤ビル
カンティーナ

カンティーナ
ﾗ･ﾏｰﾚ･ﾄﾞ茶屋
海

狼

明徳学園相洋高校
カンティーナ

