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9/4 入会会員 

丸山広宣(51) 

（印刷業） 

横山 健(49) 

（不動産業） 

丸山会員 森澤会員 渡辺ｶﾞﾊﾞﾅｰ 横山会員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

★今日は渡辺ガバナーの公式訪問です。 

今年度は会員増強を一番の目標にしてお

り、本日 2 名が入会致します。退会防止

は大変重要です。以前地区でガバナーの

お話に感動したことがあります。「盆栽に

毎日、行ってきます、と声をかける。声

をかけた盆栽は成長し、声をかけなかった方はしまいには枯れ

てしまう。手をかけて育てる、それはまず声をかけることだ。

新会員は入会しても声をかけないと辞めてしまう、人はコミュ

ニケーションが大事、長くメンバーでいるために必要なこと」

という内容でした。★クラブで事業をするためにはある程度人

数が必要です。今までは地区の事を考えた事がなかったのです

が、地区の会合に出席するようになってて思うことは、地区と

クラブが一つになって大きなものを育てていく、という事です。 

 

・ロータリーの友 9 月号 ・地区大会の案内  

・地区より広島土砂災害義捐金のお願い 1 人/500 円 24 日迄 

・ロータリーの友より「英語版」発行のお知らせ 

・ロータリーの友 9 月号の紹介ー橘（武）会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニコニコＢＯＸ  本日合計 ￥６２．０００    累計￥３７３．０００   

渡辺ガバナー…本日公式訪問おせわになります。今日は逗子 RC

の素晴らしいところを勉強させて頂きます。 

小島ガバナー補佐…いつもお世話様です。本日もよろしく。 

萬田地区委員長…26 番目の渡辺ガバナー公式訪問に会員増

強・維持委員長として同行致しました。よろしく！！ 

藤吉君、桐ケ谷君、山口君、矢部(房)君、山科君、菊池君、 

臼井君、山本(三)さん、山本(由)君、草柳君、宝子山君、大野君、 

匂坂君、松田君、徳永君、寺嶋君、渡辺君…渡辺ガバナー、よ

うこそ逗子へ。 

三宅君…渡辺ガバナー、萬田会員増強委員長、ようこそ。 

松井君、石田君、服部君…渡辺ガバナーようこそ。本日は公式

訪問よろしくおねがいします。 

矢島君…渡辺ガバナー、逗子へご訪問ありがとうございます。 

市川君、長野君、森澤君…渡辺ガバナー、本日はよろしく。 

毛利君、矢部(光)君…好天の日に渡辺ガバナーをお迎えして！ 

安藤君…渡辺ガバナーご苦労様です。 

川上君…渡辺ガバナー、歓迎いたします。 

岩瀬君…渡辺ガバナーようこそ。地区でご指導下さい。 

橘(武)君…渡辺ｶﾞﾊﾞﾅｰ､ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｯｸで一年間を泳ぎ切って下さい。 

船津君…横山さん入会おめでとう。渡辺ガバナーようこそ。 

福嶋君…ガバナーようこそ。お見舞いを頂きました。 

桐田君…仕事早退してきました。今日はよろしくお願いします。 

村松君…秋ですネ、でも残暑厳しいです。渡辺ガバナーようこ

そ逗子へ。 
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RID 2780 のテーマ Light Up Myself「自分自身に輝きを」 

─ 254１回 例会記録     2014 年 9 月 4 日 ─ 

藤吉一哉 会長の時間 報告 

ゲスト：渡辺治夫ガバナー  小島晧史ガバナー補佐  萬田信行会員増強・会員維持委員長   

【出席報告】会員数 50 名(出席免除 6 名)  出席数 38 名：出席率 79.19%  前回修正出席率 65.22％ 

会員 2 名 入会 
2014 年入会の新会員 3 名にガバナーが特別なバッジを 
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辺ガバナー・小島

AG・萬田委員長

と、クラブ執行役

員・元 AG 等が

懇談 

 

 

 

 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長のプロ

フィール・本年度ＲＩのテーマ「LIGHT 

UP ROTARY」と 4 項目の紹介。 

１．「会員増強について」 ２．「寄付に

ついて」 ３．「ロータリー・デイの開催

について」 ４．「ポリオ撲滅について」 

このテーマに基づいた、第 2780 地区本年度の取り組みは 

１．会員増強 

①退会防止を強化したい。②Ｅクラブを立ち上げたい。③ロ

ーターアクト会員の増強をしたい。④女性会員の拡大をした

い。⑤４０歳代会員の拡大をしたい。 ⑥新会員に対してカ

ウンセラー（スポンサー）方式を取り入れて行く。⑦クラブ

会費の見直しを行う。⑧クラブ例会の開催日、時間の見直し

をする。⑨クラブ会長の熱意、姿勢が重要であり、意識高揚

を図って行く。⑩退会者の再入会を期待して、週報を送る。 

２．公共イメージと認知度の向上 

①ロータリーって何をする団体？ ②ロータリーの「陰徳の

振る舞い」から「公共イメージと認知度の向上」への意識改

革を推進する。③1 分間でロータリーの魅力を説明できるよ

うにして行きたいと思います。④ロータリー・デイを設けた 

い。⑤ロータリーバッヂ着用を徹底したい。 

３．寄付の獲得 

① 米山奨学金 寄付 1 人 20,000 円以上 

② 財団寄付 1 人 200 ドル以上 

③ ポリオ寄付 1 人 40 ドル以上 

④ ベネファクター１クラブ１名以上 

第 2780 地区のサブテーマ LIGHT UP MYSELF 「自

分自身に輝きを」 その為の、自分自身の行動指針は 

「五つのカンドウ」 

一、感 動  一生懸命（一所懸命）奉仕活動をしよう 

二、歓 働  歓んで奉仕活動をしよう 

三、汗 働  汗をだして奉仕活動をしよう 

四、貫 道  ロータリー精神を貫こう  

五、環 働  輪になって奉仕活動をしよう 

皆さんと一緒にこの「五つのカンドウ」を共有し実践していき

たい。

 

 

 

 

 

 

 

 

Q．ガバナーになるにはどの様は事が必要か？また、世界と比

べて日本のロータリーは？（服部会員） 

A．ガバナーになるにあたっては、横須賀ロータリー理事会内

でガバナー推薦者が選ばれ地区へ報告さる。ガバナーノミニ

ー１年間・ガバナーエレクト１年間を経てガバナーになりま

す。最初はガバナーになるのは否定的でしたが、今では沢山

の経験ができ感謝しております。 

海外のロータリーの詳細な事はわかりませんが、日本のロー

タリーは規律を守っていると思います。 

Q．ＲＩに対しガバナーはどの様な権限があるのか？（長野会員） 

A．もし、ＲＩが企業ならば、ＲＩ会長は代表取締役。世界に

５３７名いるガバナーは取締役。各ガバナーは会員とＲＩの

パイプ役を担う 

Q．日本の少子化問題が進む中、会員増強が難しくなると思い

ますが、どの様に思われますか？（松田会員） 

A．日本や中国は逆ピラミッドの状況にある。これは、ロータ

リーだけの問題ではなく他の業界及び団体に影響するのは間

違いない。そこでロータリーとしては若者の会員増強が急務

である。その為には魅力あるクラブにする事が必要。今、行

動を起こさないと将来的に存続が難しくなる。 

Q．公共イメージの向上について。ロータリー全体が同日同時

刻に何らかの行動を起こし公共イメージに繋げるのはどう

か？（藤吉会長） 

A．大賛成。先日、公共イメージ委員会でも同じ案が上がりま

した。今、一斉に駅の掃除などを同日同時刻にやろうと審議

しております。インターアクト・ローターアクトも参加して

頂き「ロータリーデイ」にしたいと思っております。 

Q．「四つのテスト」等の看板設置を、またロータリーの友を病

院の待合室等への配布を地区で奨励したらどうか。（矢部光治

会員） 

A．公共イメージに繋がる素晴らしい案。ロータリーの原点で

ある「四つのテスト」の看板設置はイメージ向上に繋がると

思います。前向きに検討したいと思います。また、「ロータリ

ーの友」をいろいろな場所に設置してもらうのも認知度アッ

プに繋がると思います。早速、病院等の待合室に置いて頂け

るよう行動したいです。

 

担当：松田壽之 


