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NO.5

　お盆休みが終わりの方も、もう終わりに近い方も、休
みがなかった方もいらっしゃるかと思いますが、いかが
お過ごしだったでしょうか。ここへ来て、予想外の雨の日
にお休みが当たった方もいらしたかと思います。
　7/28は太田昭二Ｇ補佐の公式訪問時に「Ｒを楽しむ
ために、「Ｒの友」から知識や情報を得ましょう」というお
話がありましたが、雨の日には「Ｒの友」を読むというの
はいかがでしょう。昨年度の我がクラブ65周年記念講演
にはＲの友の安平理事と二神様にお越しいただきました
ことで、より身近な存在に感じていただきたいと思います。
「Ｒの友」7月号（P30）には、松村Ｇの横顔が「大義を思
う人」と掲載されています。記事は松村夫妻の写真付きで、
同じクラブの吉田様がＧの人となり、そして書いた本の
紹介と文末に「お酒を飲みすぎないで」と書いています。
同紙面に友愛の広場（Ｐ80）に福井あじさいクラブの中
村敏雄さん、面識はございませんが、これからのＲＣ、
不易流行という投稿がありました。「原点を守ること」「新
たな変化を遂げること」がＲＣには大切ではないでしょう
か？ と皆さんへご意見を求めていましたのでご紹介しま
す。こちらは1,000字以内のエッセーを気軽に投稿でき
ますのでトピックを送られるのもよろしいかと思います。私
は「変化を楽しもう」と年頭の会長挨拶に書いていますが、
「Ｒの友」も共有して活用したいと思っています。また、
14日に三好プログラム委員長と打ち合わせをしました。
今後の例会を楽しんでいただけますよう取り組んでまいり
ます。天候不順や地球温暖化で熱中症が増えていて体
調管理は十分なさってください。さらに北朝鮮の動向も
心配です。何が起きても心の中は平静を保っていきたい
と存じます。
　来週は松村Ｇ公式訪問です。Ｇの横顔をご一読いた
だきご出席いただくとより楽しんでいただけると思います。

ビジター 	井上　武雄君（沼津西）

他ＲＣ出席 	峯尾君・大熊君（8.8沼津北）、石川（秀）
君・渡邊（洋）君（8.15沼津北）

欠席者（6名）
藤田君、峯村君、望月君、能見君、	
大熊君、渡邊（洋）君
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8月25日（金）
　ガバナー公式訪問（沼津柿田川ＲＣと合同）

会員誕生日　實石　　学君、石渡　保宣君

9月1日（金）
　お酒の楽しみ方
	 沼津酒・ながしま　　長島　珠美様

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

会員増強・
維持セミナーのご報告
	 会員増強・維持委員長　　　
	 楠木　公一君

卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…8/28（月）は8/25（金）合同例会
　長　　　泉…8/23（水）は8/26（土）夜間例会
　富　士　宮…8/28（月）は夜間例会
　　　　　　　9/11（月）は9/14（木）夜間例会
　　　　　　　9/18（月）は休会
　富 士 宮 西…9/1（金）は特別休会
　　　　　　　9/8（金）は9/10（日）
	 ポリオプラス街頭キャンペーン
　　　　　　　9/15（金）は米山記念館訪問例会
　　　　　　　9/22（金）は祝日休会
２ ．10/24（火）沼津4ＲＣ合同夜間例会のご案内

と出欠のお伺い
３ ．平成29年九州北部豪雨災害への支援ご協力

のお願い
４ ．ロータリー米山記念奨学会設立50周年記念

式典のご案内

峯尾君…お誕生日のプレゼントありがとうございま
す。アメリカ・オレゴン州のポートランドでバナー
交換をしてきました。その後、ロサンゼルスで腰を
傷めてしまいました。
白壁君…18日はほめる日です。いよいよ来週土曜日
26日に香葉村真由美先生の出版記念講演会が開
催されます。福岡の小学校現役の先生で、生徒を
信じきり、朝礼を通して命の授業をしている素晴らし
い方が沼津に来ます。ぜひ来てください。よろしくお
願いします。
吉野君…本日の地区会員増強維持セミナー報告、
楠木委員長ありがとうございます。

　7/22（土）、静岡市の静岡県男女共同参画セン
ター「あざれあ」にて、地区会員・増強セミナーが
開催され、吉野会長と一緒に出席してまいりました
のでご報告いたします。本年度第2620地区の地区
目標は、細かい指導等はなく、会員増強目標を達
成するようにとのことでした。会員増強セミナーは、
松村Ｇの点鐘・挨拶、研修アドバイザーの野口Ｐ
Ｇの挨拶の後、第2760地区地区研修リーダー・
研修委員長の田中正規氏による講演「ダイナミック
なクラブを目指して〜更に元気で明るいクラブにな
るために」が開かれました。①戦略計画とは②Ｒの
現況③改善点④議題、といった内容で構成されて
いました。
　今の日本のクラブが直面している、①会員の減少
が止まらない②クラブの活力が失われている③会
員間に意識のギャップがある④親睦の機会が少な
い、または多い⑤Ｒのことを知らない・関心が無い
会員が増えている⑥奉仕活動がマンネリ化している
⑦若い会員のニーズに応えられていない、という大
きな課題を挙げられ、特に⑤について、Ｒの公共イ
メージ調査でも「聞いたことがあるが何をする団体
か知らない。」という結果があり、会員である私たち
がＲのことについて理解し、一般の方々に説明が
できるようにならなければならないと仰っていました。
　そこでＲの戦略計画について、①クラブのサポー
ト強化②人道的奉仕の重点化と増加③公共イメー
ジと認知度の向上 の重要性を示されました。
　次に会員増強には、クラブの活性化が大切だと
言われております。その活性化を促進するものとし
て、①Ｒ精神の再認識・Ｒの原点への回帰②委員
会活動の活性化③親睦活動の充実④奉仕活動へ
の積極的な参加の機会づくり⑤既存会員の意欲向
上⑥新入会員の教育、を挙げられました。
　また、クラブの柔軟性として色々な提案をされて
います。会員数に応じた組織改革ＣＬＰ、入会金・
会費をはじめとした食費・会場費等経費の見直し、
例会時間・例会数の再検討や例会形式の対面式・
オンライン・両方の組み合わせ、衛星クラブ等です。
　その次に、会員の勧誘と維持の改善では、①どん
な人を入れたいか？②なぜＲに入会しないのか？
③現状評価④退会の理由は？を挙げられました。
　①のどんな人を入れたいかについては、当クラ
ブとしては、職業会計人がいないままの状態ですの
で、ぜひ、会員の皆様の顧問をされている税理士・
会計士さんをご紹介できればと思っております。
　②のなぜＲに入会しないかの話の中では、逆に
Ｒの入会の主な理由やＲに留まる理由に、「地域社
会に貢献したい」「友情と親睦を深めたい」が多く
挙げられました。このことを上手くアピールできれば、
勧誘にも効果があるのではとお話をいただきました。
この話をヒントに、「Ｒに入って良かったこと」を会
員の皆様に1つでも多く教えていただき、勧誘の
役に立てばと思いアンケートを作成しました。 

　その後、クラブを活性化するのには、まずクラブ
が健康でなければならないということで、クラブの
健康チェックポイントとして①奉仕と親睦②クラブで
の経験③会員増強④公共イメージ⑤運営、を挙げ
られました。
　最後に議題として、クラブのサポートと強化につ
いて「クラブの刷新性と柔軟性を育てる」「様々な奉
仕活動への参加を奨励する」「会員起案の多様性を
奨励する」「会員の勧誘と維持を改善する」「リーダー
を育てる」「ダイナミックな新クラブを結成する」「ク
ラブと地区における戦略計画の立案を奨励する」の
7つを挙げ、Ｒの未来ということで、ポール・ハリ
スの言葉「Ｒがしかるべく運命を切り開くには、常
に進化し、時には革命的にならなければなりません。」
と、講演を締めくくりました。
　講演後、各分区ごとの増強・維持の討論会があり、
その後の発表会で、女性会員や若い会員の増強に
力を入れていくところが多く、入会金や会費等のこ
とも議題に上がっていたようでした。その中で第7
分区の佐原Ｇ補佐による「友リスト」による会員増強
の話がとても気になりましたので、閉会後お願いを
してそのひな形をいただきました。 当クラブでも活
用し会員増強をしていただこうと思い、「友リスト」
を配布しましたので、よろしくお願いいたします。
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分区の佐原Ｇ補佐による「友リスト」による会員増強
の話がとても気になりましたので、閉会後お願いを
してそのひな形をいただきました。 当クラブでも活
用し会員増強をしていただこうと思い、「友リスト」
を配布しましたので、よろしくお願いいたします。


