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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

第３５３回 例会 ９月３日 草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング
四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶
会長 飯山英彦

誕生祝・結婚祝 スピーチ

幹事 富永 悟

聞かれたと思って、ここは香木を扱う港だよということ

８月２０日の例会記録
◆ 会長あいさつ

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

で「香港」と答えたらしいです。これが歴史上の節で有

飯山英彦会長

力だそうです。

皆さんこんばんは、先週は会場の駐車場が停めら

昨日の時点でデモに参加している人が１７０万人の人

れなくて帰られたという方がいらっしゃったようですが、

デモに参加しているそうです。７００万人しかいないと

今日は停めることができましたが、少し少ないように思

ころで１７０万人ということはだいぶ頑張っている！何

います。

とか中国に飲まれることを阻止しようというようです。

今私の方で、航空券の手配をしなくてはならないこ

学生運動が発展して住民運動いなってきている。今、

とがございまして、香港には今飛べるのかなと思って

台湾に飛び火している。台湾では「蔡英文」という、女

いましたら、今日.明日の便は約 20 万円だそうです。1

性の総統で、人気はなかったのですが、今香港の状

か月後の航空券は８，０００円くらいだそうです。今日

況を見て盛り返していまして、親中派の議員の人はこ

明日はダメですが、１か月くらい後だと安く乗れると言

とごとく落選されている状況になっている。また、アメ

ったところでした。

リカ軍は台湾に戦闘機をだいぶ売ることができている

また、今話題の韓国は、航空券はそれ程、値引きは
されていないのですが、ホテルの方は値引かれ、５つ
星ホテルで１０万円くらいするところが、１万円位にな
っているところもありました。ですからお得なのかな？
ちなみに香港の由来を調べてみましたら、香木を取

ということと、レーダーの設置も確実に進んでいる。何
とか民主主義が保たれているという状況です。
今の香港の状況というのは歴史上見ることはできな
いのかと思っておりまして、機会がありましたら、行っ
てみたいなと思っているところです。

引していた港があったようです。 「ここはなんという
島？」と聞いたイギリス人に対して、漁民が港の事を
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

みなさんこんばんは、会員増強維持部門、この中に職業分類選考委員会も入っていますが、今日は増強維持
について話をさせていただきます。本来ですと地区に卓話の依頼ができるのですが、今年は卓話者の派遣はしな
いという事を言われましたので私がやります。今日は宜しくお願い致します。皆さんのお手元に「会員数報告」の
資料があると思いますが、２０１１－１２年これは私が入会した年です。この年は岡田会員、中島会員と私の３人
が入会しました。２７７０地区は、２５０６名でスタートし、最終的には２４９９名で増減が７名、第９グループは、１６９
名から１６３名で増減は６名、合併前で草加ＲＣは、１８名から１７名、私が入会した草加ＥＲＣは１１名から年度末
には１７名と６名も増えています。合併に向け検討したのだと言うことがわかりますね！
次は２０１２－１３草加松原ＲＣ創立の年度です。２７７０地区は２４４１名でスタート、最終的には２５５４名、＋１１
３名、第９グループは、１５８名から１６２名、＋４名です。草加松原ＲＣは、３０名でスタートしました。合併前３４名
いたはずが４名辞めて３０名発足、お亡くなりになりました河井孝夫さんが５０名で発足だと常々言っていました
が、３０名で発足し、年度終了時は３３名と３名の増員ですね。
私が前回増強委員長をお受けした２０１６‐１７年度は、２７７０地区が、２５５４名から２４３０名、－２４名、第９グ
ループは、１３６名から１２８名、－８名です。草加松原ＲＣは、３４名から３８名、＋４名これを見ると二階堂が相当
頑張ったのではないかという感じはするのですが、私は１名も入れてなく、本当はこの年は５名入会しました。長
谷部さんが会長の年で、やる気が漲っていまして入会していただけそうなところに回っていました。それが功を奏
したのか別としましてこの年は１名退会者がいましたので突合４名ですね！
前年度、２７７０地区は、２５５７名から２５２２名と－３１名です。第９グループは、１４６名から１３８名と－８名で
す。草加松原ＲＣは、４２名から４２名、丸山さんが入会し、中島さんが退会されたので最終的には増減なしです。
私が入会した時からの増減、２７７０地区は２３名増えていまして、第９グループは２５名減っています。その中で
草加松原ＲＣは、１２名増員しています。当初の目標は５０名、あと８名です。河井孝夫さんがずっと言っていた５０
名まで８名足りないので少し頑張らないといけない！市川ガバナー補佐からは増員２０名から３０名に増員されま
した。これはお話にならない数字ですが、少し頑張らないといけないと思っています。
「本当に増強は必要なのか？」と考えてみました。なぜ増強が必要か考えてみますと、「クラブの活性化」は、活
力のあるクラブ！ 「世代交代」は、新しい奉仕活動などもできるのではないか！「財務強化」少ない人数よりもた
くさんでやったほうが色々な奉仕ができますので「財務強化」は非常に重要だと思います。
問題としては、会員増強維持部門ということは、増強と同時に維持もしていかなくてはいけない！維持の問題は
出席者＝維持だと思っています。出席されない方は、なかなか続いていかない！例会がつまらないのか、魅力が
ないのか、何をしたらよいかがわからないのか！皆さんの中に毎週例会を楽しみにしているという方はどれくらい
いらっしゃるのでしょうか？私も来るのを辞めようかと思うのですが、なぜか来てしまう。楽しいわけでもないので
すがなぜか来てしまう！なんとなく責任感というのも若干あります。
「維持」皆さんはどう思われていますか！私は会員が辞めて行かない様に努力するのが「維持」だと思っていま
したが、昨日資料を作っていてとんでもない間違いだと気が付きました。
国際ロータリーが２００３年から２０１０年までの７年間で３１，０００クラブ、１２万人から７年後には３４，０００クラ
ブ、１２万人と３，０００クラブ増えていますが、人数は同じ、この７年間で何人が入会していると思いますか？１１
万人入会しています。と言うことは１１万人が辞めているのです。これを見てもわかるように退会者を出すことは難
しいです。ではどうしたらよいか、「増強」なのです。辞めた人の穴を埋めるのが「増強」だと思います。増強は難し
い！「大宮西ＲＣ」の成功例も見ましたが、言っていることは皆さん同じです。「維持」紹介者は、入会後２・３年はフ
ォローにあたっていただく、入ってきて１・２年で辞める人が多い！３年～１０年はロータリーの事がわかって面白く
なっていく！このあたりの退会者は少ないらしいです。１０年を過ぎるとマンネリ化するのか退会者が増えるそうで
す。ですから重要なポストを経験していただき、参加している、会を運営しているとなれば面白くなると思います。
私は草加ＥＲＣに１１月に入会して、次の草加松原ＲＣ発足時には青少年奉仕委員長を仰せ遣いました。何もし
なかったのですが、次の年に青少年交換留学生のキム・スジさんが来まして、一生懸命に世話をしました。それ
が非常に良かったと思います。委員長をいきなりやってもらうのも一つの手だと思いました。
もう一つの統計で、退会理由で一番多いのは、「ご逝去」、２番目は「健康上の理由」、３番目は「高齢」、４番目
は「転勤」、５番目は「人間関係」、ロータリーがつまらなくて辞めるのではない！これは２６５０地区京都の方の統
計です。これを見ても退会を止めるのは難しいことがわかります。ですから穴を埋めるには「増強」しかないです。
増強に対して、入ってくれれば誰でもよいのかとなりますが、以前増強の卓話に来られた方が、失敗例ですが
と、話されたことに、周年に合わせて１０名増強したが、終わったら９名辞めてしまったと反省をされていました。私
は反省することはないと思いました。まずは入っていただかないと始まらない！あとは、若手会員の場合は、２．３
人一緒に入っていただかないと話が合わないのではないか！また、女性会員については女性が女性を誘ってい
ただかないと難しいですね！まずは実践に移して一人一人が増強委員長という形になっていただくということと、
飯山会長のやる気ですね！声をかけていただければどこにでも出向きます。ロータリーの活動をわかってもらえ
る仲間を増やせればもっともっと楽しいロータリーライフができると思います。ご清聴をありがとうございました。

第３５２回例会
日時 ８月２７日(火)
場所 シュガー・ヒル

地区補助金を利用させていただき光陽会の「青空の家」に車いす対応の体重計を贈ることになり、贈呈
式を明日行うことになっています。
飯山会長・富永幹事・牛山奉仕プロジェクト委員長・佐々木プログラム委員長と私が行く予定になってい
ます。また、「青空の家」施設長が９月１０日に卓話に見えますので宜しくお願い致します。

日時 ８月２１日(水)
場所 青空の家

今後のプログラム
9/10 卓話 青空の家施設長

レセプション

9/17 フィリピン国際奉仕について レセプション
9/24 卓話 Ｒ財団について
８月２０日
金額

ニコニコＢＯＸ

13,000 円
８月２0 日
会員総数
4２
出席免除
9
出席適用
33
８月２７日
会員総数
4２
出席免除
8
出席適用
34
飯山 英彦会長
富永
悟幹事
会田小弥太会員
牛山 信康会員
岡田
加藤

明久会員
芳隆会員

勝浦 雅和会員
来栖 勝幸会員
佐々木一男会員
田中 和郎会員
二階堂祐司会員
山崎

秀美会員

レセプション

累計
127,500 円
出 席 報 告
出席
16
ＭＵ
2
出席率
51.52
出 席 報 告
出席
20
ＭＵ
2
出席率
64.70

幹事報告

富永 悟幹事

皆さんこんばんは、幹事報告させていただきます。
＊部門セミナーのご案内
・職業奉部門セミナー
日時 ９月２０日 登録 １６：３０～ 点鐘 １７：００
場所 パレスホテル大宮
テーマ 職業奉仕から奉仕の理念へ
※ご参加希望の方はお声掛けください
講師 本田博己
群馬ヤクルト販売（株）の代表取締役 会長
・ロータリー財団セミナー
日時 ９月２１日 登録１３：００～ 点鐘１３：３０
場所 大宮ソニックシティ
※飯山会長、木村会長エレクト、加藤財団委員長
私と４名参加する予定です。

二階堂会員増強維持部門委員長、卓話ありがとうございました。
皆様お盆休みはどうでしたか？私はなかなか休みボケが直りません。
二階堂会員増強維持部門委員長、卓話宜しくお願いします。
お盆に帰省した息子家族、1 年半ぶりに会った孫達はすっかり大きくなりましたが、とにかく
騒がしく嵐のような 4 日間でした。今は静寂な日々に戻りました。
久しぶりです。二階堂さん卓話頑張って！青島けんたも頑張って、関係ないか！
今日は暑い中二階堂会員の卓話宜しくお願い致します。昨日 2 か月いた長女と孫 3 人が戻っ
てしまい、元の夫婦二人の生活にない、賑やかだったのが、静かになり寂しくなりました。
お久ぶりになります。二階堂さんお話ありがとうございます。
二階堂さん卓話ありがとうございました。
二階堂会員増強維持部門委員長、卓話宜しくお願いします。
これからしばらくの間雨が続き、あの暑さから少し解放され過ごしやすくなりそうです。
数週間前に保護した 2 匹目の子猫もまた息子が連れて行ってしまいました。なのでうちの
奥さんが土曜日に「マンチカン」という足の短い子猫を買ってきました。かわいいです。
二階堂会員増強維持部門委員長、卓話宜しくお願い申し上げます。

