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　皆さん、こんにちは。本日は、会員増強・新クラブ結
成推進月間で、峯村会員増強委員長より会員増強セミナ
ーの報告をいただきます。よろしくお願いします。
　今年度の私の方針の中で、「会員一人ひとりの魅力に
よって会員を増強し、是非沼津ＲＣの会員になりたいと
思っていただけるような、魅力ある・誇りが持てるロータ
リー活動をしましょう」、「会員増強では、30歳代、40歳
代の若い会員と地域で活躍する女性の会員を積極的に
加入していくこと」などを提案しました。
　日本のＲＣは「昼間の例会が殆ど」、「年会費が高い」、
「若者、女性が少ない」などと言われており、これは世界
のＲＣとは明らかに違うとのことです。日本のロータリー
は、「特殊であり、独特の価値観を持っていて、このまま
では老人の集まりとなり、衰退の方向へ向かってしまう」
と指摘されています。
　今後は、若い人をお年寄りの中に入れるのではなく、
女性を男性中心の集団に入れようとするのではない方法
を取ることです。沼津ＲＣでも、若い人・女性の入会協
力金をゼロにするとか、年会費を少し減額するとかして、
入会しやすい環境を整えることも検討していかなければな
らないと思います。また、もっと多くの意義ある、社会的
に評価される奉仕活動を実施し、ＲＣを活性化させるこ
とが何よりも大切と考えます。
　皆さんで魅力ある沼津ＲＣにしましょう。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）

他ＲＣ出席  能見君（8.10富士）、石川（秀）君（8.16
沼津北）

欠席者（10名）
服部君、石川（秀）君、石川（三）君、
北澤君、髙地君、楠木君、長橋君、
能見君、大熊君、内田君
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8月26日（金）
　ガバナー公式訪問

会員誕生日　實石　　学君、石渡　保宣君
配偶者誕生日　塚本ますみ様（和弘君）

9月2日（金）
　児童福祉について
 三島ロータリークラブ　　杉村伸二郎様

6/26 会員増強セミナー
（於：清水テルサ）の報告
　　　　　　　会員増強委員長
 峯村祐紀子君

会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

實石君…かねてからの目標、ゴルフスコア80切り、39、
37の76が出ました。同伴プレーヤーの森藤君、三好
君に感謝です。10/23記念コンペ開催となりました。よ
ろしくお願いいたします。ついでにその2日後、ベスト
ハーフ35が出ました。少し調子に乗ってます！ が、こ
れから間違いなく下り坂です！！
奥村君…山静学友会の植松茂さん、ようこそ。開業さ
れるにつき、電器製品のご用命をくださり、お心遣いに
感謝いたします。
積君…植松君、いらっしゃい。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　　　士…8/31（水）は夜間例会
　　　　　　　9/7（水）は休会
　　　　　　　9/21（水）は夜間例会
　新　富　士…9/6（火）は9/10（土）
 おきがる無料相談所＠ロゼシアター
　　　　　　　9/13（火）は9/14（水）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/20（火）は特別休会
　　　　　　　9/27（火）は夜間例会
 観月会＠グリーンホテル
　富　士　宮…9/12（月）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/19（月）は9/17（土）夜間例会
 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更
 12:30点鐘
　沼　津　西…9/15（木）は9/13（火）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
　富 士 宮 西…9/16（金）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/23（金）は裁量休会

２ ．10/10（月・祝）沼津4ＲＣ懇親合同ゴルフコンペ
のお知らせ
　⇒ ご案内と参加申込名簿を卓上に配布、参加希望者
は名簿に必要事項をご記入ください

３ ．7/22ガバナー補佐クラブ期首訪問について前島
ガバナー補佐より御礼状が届いております

第1回クラブ協議会❷
広　報 リーダー　森藤　恵二

　広報委員会と雑誌委員会の2委員会と連携を密に行
い、ＲＣの奉仕活動を広く地域の皆様にご理解してい
ただくことを重点として活動します。マスコミ等への働き
かけを行うにあたっては担当委員会とも連携し、協力を
得ながら進めていきます。よろしくお願いいたします。
広報・雑誌　【広報】ＲＣに関する情報を一般の人々に
広め少しでもＲＣの活動を理解していただけるよう努力
する。マスコミ関係にクラブ活動の情報を提供し協力を
お願いする。【雑誌】「Ｒの友」に対する関心を喚起する
ため、①必読記事の紹介②公共の場に引き続き「Ｒの
友」を配布する③外部卓話者に「Ｒの友」を贈呈する④
会員並びにクラブ行事の投稿を行う。

会員維持増強 リーダー　實石　　学
　新会員に例会やＲ行事への参加を促し、Ｒの知識を
深め価値を認識していただくことが、クラブの活性化や
仲間意識を深めることに繋がり、会員の勧誘増強に結
びつくと考えます。職業分類の空白を埋めるべく各方面
から勧誘します。会員皆様の情報や積極的な協力が最
も大事ですのでよろしくお願いいたします。
会員選考　会員より推薦された会員候補者が、ＲＣ会
員として次の事項に対し、適性・評価等の要件を調査し、
その結果を速やかに理事会に報告する。①本人の人格
がロータリアンとして適格か②職業上の評価はどうか③
例会等に積極的に出席できるか④会員との協調性があ
るか⑤会員としての義務を果たせるか⑥その他。
Ｒ情報　会員に対し、最新のＲＣに関する情報を会長・
幹事・関係委員会と協力して提供する。特に会員候補
者に対しては入会前にＲＣについての説明を十分行い
理解を深め、入会後は例会出席・地区行事への出席
義務への理解を促し、更にテーブル会等を通し親睦を
深め、一日も早くＲＣに溶けこむよう説明する。
会員増強　若い人、女性にターゲットを絞り、勧誘に
努めます。伝統ある沼津ＲＣに合った人材を発掘し、
委員会の枠を越え、皆様の協力のもと、活動していきま
す。また、退会者が出ないように気を配り、クラブ全体
一丸となる必要性も感じます。皆様のご協力お願いします。
職業分類　会員増強と連携した活動となります。近年、
会員減少により、分類に空白が目立っています。分類
表の見直しも必要と思われます。推薦された会員候補
者の資格要件を速やかに審査し、理事会へ報告します。

広　報 リーダー　森藤　恵二森藤　恵二森藤　恵二リーダー　森藤　恵二リーダー　森藤　恵二森藤　恵二リーダー　森藤　恵二森藤　恵二広　報広　報 森藤　恵二広　報

会員維持増強 リーダー　實石　　学

　本年度の2620地区目標は「50名以下のクラブ純増
1名、51名以上のクラブ純増2名、女性・若い会員の
増強」です。
　会員増強セミナーは生子Ｇ点鐘で始まり、研修アドバ
イザーという形で岡本ＰＧのご参加もいただいた。講
話は2750地区の石井義興氏で「会員増強をいかに実
現したか」というテーマだった。石井氏は東京恵比寿Ｒ
Ｃ所属、2750地区の会員増強・拡大・維持委員長を歴
任され現在は2750地区国際大会推進会委員長である。
世界全体の会員数は横ばい状態。田中作次氏がＲＩ
会長の時にSAKUJI大作戦と銘打って日本全体目標10
万人を掲げたが、目標達成はできなかった。日本と世
界とでは基本的考え方に差があり、年会費も世界より4
～5倍高い。それは日本の場合食事代も年会費に含ま

れていること。女性を排除しているＲＣもある。世界の
女性比率が15％に対し、日本は5％である。日本は堅
苦しく考えている。日本では2013年の全会員数
86,550名を底として2016年4/30時点で89,490名と
なった。2750地区はこの時毎回トップだった名古屋を
抑え日本一の座についた。その成功理由は、会員分析
を行ったことも要因となっている。【課題１】退会者を減
らす（退会者の4割が6月に集中する）。【課題２】女性・
若い人を増やしたい（若い会員が勧誘、女性が勧誘）。
新しいタイプのクラブを9個作り、衛星クラブも作った
のでこの5年間で入会者は増え、退会者は減った。多く
のクラブで沢山の試みが行われているので成功事例を
真似てみるのも良い。会員増強委員会の役割は増強を
実施するだけの組織ではなく、全会員一人ひとりが新
入会員を勧誘する責務があることを浸透させることも重
要である。クラブの多様性が高まる中で周年事業に合
わせての変革を考えても良いかもしれない。
　石井氏の講話後、分区ごとに集まり、自己紹介、Ｒ
入会の動機、各ＲＣの例会以外の活動を紹介。最後
に純増2名を宣言して終了となった。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。
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　今年度の私の方針の中で、「会員一人ひとりの魅力に
よって会員を増強し、是非沼津ＲＣの会員になりたいと
思っていただけるような、魅力ある・誇りが持てるロータ
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と指摘されています。
　今後は、若い人をお年寄りの中に入れるのではなく、
女性を男性中心の集団に入れようとするのではない方法
を取ることです。沼津ＲＣでも、若い人・女性の入会協
力金をゼロにするとか、年会費を少し減額するとかして、
入会しやすい環境を整えることも検討していかなければな
らないと思います。また、もっと多くの意義ある、社会的
に評価される奉仕活動を実施し、ＲＣを活性化させるこ
とが何よりも大切と考えます。
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 峯村祐紀子君

会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

實石君…かねてからの目標、ゴルフスコア80切り、39、
37の76が出ました。同伴プレーヤーの森藤君、三好
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ろしくお願いいたします。ついでにその2日後、ベスト
ハーフ35が出ました。少し調子に乗ってます！ が、こ
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れるにつき、電器製品のご用命をくださり、お心遣いに
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 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更
 12:30点鐘
　沼　津　西…9/15（木）は9/13（火）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
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 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
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のお知らせ
　⇒ ご案内と参加申込名簿を卓上に配布、参加希望者
は名簿に必要事項をご記入ください

３ ．7/22ガバナー補佐クラブ期首訪問について前島
ガバナー補佐より御礼状が届いております

第1回クラブ協議会❷
広　報 リーダー　森藤　恵二

　広報委員会と雑誌委員会の2委員会と連携を密に行
い、ＲＣの奉仕活動を広く地域の皆様にご理解してい
ただくことを重点として活動します。マスコミ等への働き
かけを行うにあたっては担当委員会とも連携し、協力を
得ながら進めていきます。よろしくお願いいたします。
広報・雑誌　【広報】ＲＣに関する情報を一般の人々に
広め少しでもＲＣの活動を理解していただけるよう努力
する。マスコミ関係にクラブ活動の情報を提供し協力を
お願いする。【雑誌】「Ｒの友」に対する関心を喚起する
ため、①必読記事の紹介②公共の場に引き続き「Ｒの
友」を配布する③外部卓話者に「Ｒの友」を贈呈する④
会員並びにクラブ行事の投稿を行う。

会員維持増強 リーダー　實石　　学
　新会員に例会やＲ行事への参加を促し、Ｒの知識を
深め価値を認識していただくことが、クラブの活性化や
仲間意識を深めることに繋がり、会員の勧誘増強に結
びつくと考えます。職業分類の空白を埋めるべく各方面
から勧誘します。会員皆様の情報や積極的な協力が最
も大事ですのでよろしくお願いいたします。
会員選考　会員より推薦された会員候補者が、ＲＣ会
員として次の事項に対し、適性・評価等の要件を調査し、
その結果を速やかに理事会に報告する。①本人の人格
がロータリアンとして適格か②職業上の評価はどうか③
例会等に積極的に出席できるか④会員との協調性があ
るか⑤会員としての義務を果たせるか⑥その他。
Ｒ情報　会員に対し、最新のＲＣに関する情報を会長・
幹事・関係委員会と協力して提供する。特に会員候補
者に対しては入会前にＲＣについての説明を十分行い
理解を深め、入会後は例会出席・地区行事への出席
義務への理解を促し、更にテーブル会等を通し親睦を
深め、一日も早くＲＣに溶けこむよう説明する。
会員増強　若い人、女性にターゲットを絞り、勧誘に
努めます。伝統ある沼津ＲＣに合った人材を発掘し、
委員会の枠を越え、皆様の協力のもと、活動していきま
す。また、退会者が出ないように気を配り、クラブ全体
一丸となる必要性も感じます。皆様のご協力お願いします。
職業分類　会員増強と連携した活動となります。近年、
会員減少により、分類に空白が目立っています。分類
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　本年度の2620地区目標は「50名以下のクラブ純増
1名、51名以上のクラブ純増2名、女性・若い会員の
増強」です。
　会員増強セミナーは生子Ｇ点鐘で始まり、研修アドバ
イザーという形で岡本ＰＧのご参加もいただいた。講
話は2750地区の石井義興氏で「会員増強をいかに実
現したか」というテーマだった。石井氏は東京恵比寿Ｒ
Ｃ所属、2750地区の会員増強・拡大・維持委員長を歴
任され現在は2750地区国際大会推進会委員長である。
世界全体の会員数は横ばい状態。田中作次氏がＲＩ
会長の時にSAKUJI大作戦と銘打って日本全体目標10
万人を掲げたが、目標達成はできなかった。日本と世
界とでは基本的考え方に差があり、年会費も世界より4
～5倍高い。それは日本の場合食事代も年会費に含ま

れていること。女性を排除しているＲＣもある。世界の
女性比率が15％に対し、日本は5％である。日本は堅
苦しく考えている。日本では2013年の全会員数
86,550名を底として2016年4/30時点で89,490名と
なった。2750地区はこの時毎回トップだった名古屋を
抑え日本一の座についた。その成功理由は、会員分析
を行ったことも要因となっている。【課題１】退会者を減
らす（退会者の4割が6月に集中する）。【課題２】女性・
若い人を増やしたい（若い会員が勧誘、女性が勧誘）。
新しいタイプのクラブを9個作り、衛星クラブも作った
のでこの5年間で入会者は増え、退会者は減った。多く
のクラブで沢山の試みが行われているので成功事例を
真似てみるのも良い。会員増強委員会の役割は増強を
実施するだけの組織ではなく、全会員一人ひとりが新
入会員を勧誘する責務があることを浸透させることも重
要である。クラブの多様性が高まる中で周年事業に合
わせての変革を考えても良いかもしれない。
　石井氏の講話後、分区ごとに集まり、自己紹介、Ｒ
入会の動機、各ＲＣの例会以外の活動を紹介。最後
に純増2名を宣言して終了となった。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。


