
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 会員の皆様、こんばんは。8 月は、会員

増強・新クラブ結成推進月間として、ゲス

トに地区会員増強・会員維持委員会の松下

力委員長をお迎えしてお話を伺います。ビ

ジターは、地区会員増強委員会の委員であ

ります鎌倉中央 RC の橋本はづき様です。 

 今年度のバリー・ラシン RI 会長のテーマ「インスピレーショ

ンになろう」の中に、会員増強が必要だと言われております。

会員増強により、クラブの活性化、強固な財政基盤、そして奉

仕活動の強力な推進と充実、これらが実現すれば、ロータリア

ン一人ひとりのみならずクラブにも変化を生み出す事になりま

すと言われました。 

 2780 地区脇洋一ガバナーの地区方針でも、会員増強・会員

維持の目標として 29 名以下のクラブは純増 1 名、30 名以上

49 名以下のクラブは純増 2 名、50 名以上のクラブは純増 3

名を掲げております。また、新会員の入会はクラブの活性化の

要であり、例会の開催日・開催時間・会費等、柔軟性と刷新性

を活用して、若い人や女性が入会しやすい環境をつくり、会員

を増強するとあります。  

 逗子クラブも、最低純増 2 名を目標にしておりますが、8 月

の時点でまだ入会者がゼロの状態です。9 月からの残り 10 か

月間で、最低純増 2 名を菊池会員増強委員長とともに、会員の

皆様の協力をいただき、達成したいと切に願っております。 

 今晩の松下力地区会員増強・会員維持委員長のお話を伺い、

今後の会員増強に役立てて行きたいと思います。お話、よろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  会員数４９名（出席免除４名）   

出席者２８名 出席率５９.５７% 

 

財団ニコニコ 矢部（光）、鈴木（安）、桐ケ谷 各＄10 

米山ニコニコ 鈴木（安）、桐ケ谷     各 1,000 円 

 

 

 

ロータリー財団米山奨学委員会担当理事 矢部光治 

 8 月 19 日（日）逗子開成学園海洋教育センターにて地

区インターアクト委員会・アクターズミーティング懇親会

が逗子 RC ホスト役で私も出席した。AM11:30 集合でセ

ンターに着くと既に逗子クラブの会員がバーベキューの

準備に入っていた。山本三津子会員が沢山のキャベツを千

切り、清水幹事は設営の準備に外ではバーベキューの支

度、藤吉会員の指示の元で森澤、松田、横山、岡本会員が

学校側から岩佐会員、肉やフランクフルト、焼きそばを手

早く大野地区インター・ローター副委員長が当日の役割分

担を指示している。三宅会員は綿あめを担当。やがて食事

が始まり、一列に並び、ご飯を大盛りに、テラスに出て肉

や焼きそばを、冷やしたスイカ、お菓子も有り、食事を楽

しむ。一息ついて、セレモニーが脇ガバナー、ガバナーエ

レクト、ノミニー、地区役員挨拶の後、懇親会はゲーム。

インターアクトやローターアクト、若いご夫婦や子供も参

加している。総勢７～８０名。ゲームは逗子クラブ矢島会

員が参加、逗子開成からは小和田顧問教師とインターアク

ト委員会から一人参加。久しぶりに若い男女の声が響き、

皆、真面目な好青年達である。結局何も手伝わなかったの

は私であったが、ガバナーや地区役員、近隣ロータリアン

の方々と会話を楽しんだ。私のインターアクトの係わりは

31 年前になるが、逗子 RC が逗子開成学園を提唱した初

代の逗子 RC インターアクト委員長を努めた思い出があ

る。今年は一人しかいない現状を逗子クラブと逗子開成学

園とで増員を考えなければならないと思う。最後に嬉しい

報告としてインターアクト顧問教師小和田先生が教頭先

生になられた事である。 

 当日は好天で、素晴らしい逗子海岸のロケーションを堪

能できた。楽しい一日、皆様ご苦労様。 

幹事報告 

清水幹事 週報：横須賀北 RC 
9 月ロータリーレート・・・＄１=112 円 

例会変更：鎌倉中央 RC9 月 17 日（月）例会場所変更 
      15 時～「仁遊人」 
その他：「古墳だより」届いています。 
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逗子ロータリークラブ Weekly Report 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

―2723 回 例会記録 2018 年 8 月 30 日― 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

山本会長の時間 

本日の進行（12:30）
木村昌彦氏 

（横浜国立大学付属小中
学校校長） 

「ガッツのある子どもを
育てる指導方法」 

―次回のお知らせ― 
9 月 13 日(12:30) 

長島 源氏   
（シネマアミーゴ代表） 
「（仮）逗子海岸映画祭
から池子音楽祭まで」 

若人の集い 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・会員維持活動の俯瞰図 

「魅力あるクラブ創り」であると、やりたい事の実現に向けてハンドリングをする操舵輪、この両輪が噛み合うことで「やりた

い事の実現」の精度が高まる。 

尚、操舵輪だが「会員増強・維持活動の凡事徹底」と「独自手法による会員増強・維持活動」の２つのアクションに分解される。

はじめに、「今日から出来る、今すぐ取り組める会員増強・維持活動」として「会員増強・維持活動の凡事徹底」を説明する。 

会員増強（維持）活動の凡事徹底 

＊アクション①「入会予定者リスト作り」 

＊アクション②「入会予定者リストの共有」 

＊アクション③「入会予定者への接触＆面談の実践」 

＊アクション④「接触交渉のチェックとリストのスクリーニング」 

 

松下 力氏 
地区会員増強・会員維持委員長 

会員増強（維持）活動の凡事徹底 

＊ロータリーと他の奉仕団体との違い 

＊自分のクラブの魅力・特長 

＊他ロータリークラブと自クラブとの違い 

＊対象となる入会予定者への期待事項 

＊対象となる入会予定者への効果的な接触方法 

以上の準備項目をじっくり検討する 

会員増強・会員維持活動の前提 

①増強・維持の成果・結果は偶発的に起こらず、そこには必ず原因がある。 

②残念ながら即効性の高い手法・テクニックは存在せず、工夫・改善の継続が成果を上

げる会員増強・維持活動である。 

③増強・維持に対するクラブの考え方、実際の取り組み状況は区々のため正解はありま

せん。そこでクラブの実情に見合った活動を模索することが重要である。 

また、時間、年齢、金銭、人脈等で想定される阻

害要素の解除の方法を事前に用意しておく。 

橋本地区会員増強・会員維持委員 

（鎌倉中央 RC） 

「本日のフォーラムを参考にし

て、会員を増やして行きたいと思

います」 

１班・紹介有望リストの作成 

          ・卓話で話をしていただく 

          ・医者が少ない、お坊さんが少ない 

          ・４０代は会費１年半額を活用する 

          ・親睦（旅行や食事会等）を活用する 

 

 

２班・だましても入れる 

         ・親睦会の活用 

         ・一日入隊等 

 

松下力様（地区会員増強・会員維持委員長）…本日は宜しくお願

い致します。どうか最後までお付き合い下さい。 

橋本はづき様（鎌倉中央 RC）…本日は宜しくお願い致します。 

山本（由）君…松下地区会員増強会員維持委員会委員長、今晩は

宜しくお願い致します。 

清水（惠）さん…松下委員長ようこそ。今年の目標は純増 2 名で

す。会員の皆様、情報よろしくお願いします。 

鈴木（安）さん…まだまだ暑い日が続きます。 

安藤君…もうすぐ 9 月、早く涼しくなれ！ 

矢部（光）君…地区会員増強松下力委員長をお迎えして、増強の

知恵の伝授を！ 

橘（武）君、山口君…松下委員長ようこそ。 

村田君…元気だよ。 

湊屋君…8 月も終わりますが、まだまだ暑いですね。 

 

会員増強・退会防止 

フォーラム 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥４３,0００   累計 ￥３５３,０0０ 
 

３班・タウンニュースの活用 

          ・卓話の活用 

          ・親睦会の活用 

          ・法人会の活用 

          ・だましても入会させる 

 

臼井君…秋はいつ来るの？ 

三宅君…松下委員長よろしくお願いネ！！ 

草柳君…湘南地方の台風襲来は 9月 1日から 10日と昔か

ら聞いていました。防災に気をつけましょう。 

藤吉君、菊池君、山本（三）さん、岡本（久）君、大野君、

匂坂君、桐ケ谷君…松下委員長宜しくお願いします。 

桐田君…今日、ミドルでイーグル出ました。 

岩堀君…秋が恋しい・・・秋がなく夏から深秋かな。 

田耕さん…御無沙汰ばかりでごめんなさい！ 

清水（信）君…遅れました。 

大下君…先日山口実家に戻り獺祭を買ってきました。大雨

で生産停止し、本数も少ないです。 

岡本（一）君…逗子呑み、2 日間に 9 店まわりました。楽

しかったです。 

 

 

 

会員増強・会員維持に向けた卓話 

 

４班・リストを貼り出す 

         ・会長の熱意 

         ・会員増強したら１年間会費無料 

や半額の特典 

 

 

 

 
 
 
菊池会員増強・退会

防止委員長の司会進

行によるフォーラム 

担当：大下 


