国際ロータリー第 2620 地区

例

会

第１４３５回

2021 年 11 月 19 日（金）Ｎo.17

通常例会/小杉苑

ソング：我等の生業、赤とんぼ

■ 会 長 挨 拶

藤枝南ロータリークラブ会報

ソングリーダー：古川賢吾君
竹田敏和君

先週の例会
で、今年度の
テーマが環境
であり COP26
の話をさせて
いただきまし
た。13 日に産
業革命からの
気温上昇を
1.5 度に抑えるための努力を追求するという成果
文書を採択して閉幕しました。焦点だった石炭火
力については段階的廃止から段階的削減に表現
を弱めることになりました。2030 年までに各国が
どこまで温暖化対策を講じることができるのか
目が離せない状況が続きそうです。
今回の例会は、今年度もう 1 つのテーマである交
流です。やっと交流例会が開けることになりまし
た。普段あまり話す機会がなかったメンバー同士
とも交流し、親睦を深めていただきたいと思いま
す。富澤賢一会員増強、維持委員長に担当をお願
いしまして、本日の例会を進めていただきます。
この後、委員長より進行についてお話があろうか
と思いますが、話し合いの時はあまり大声でなく、
マスク着用のままでお願いします。10 月 22 日の
例会挨拶で、会長幹事会で第 4 グループ内での模
範クラブとして紹介されたことを報告しました。
直近 5 年間で会員純増 5 人、入会者 2.4 人、退会
者 0.8 人でした。クラブ計画書の 16 ページに会
員の異動というページがあります。年度ごとの期
首人数、入会者数、退会者数、期末人数が記載さ
れています。これを見てみますと、大勢入会する
と大勢退会していることがわかります。6 年度、
寺島会長年度には入会者 7 人、退会者 5 人。8 年

度、岡本会長年度には、入会者 5 人、退会者 7 人
といった具合です。入会者数を増やしても退会者
が増えてはクラブの維持はかないません。入会し
てくれたメンバーを南クラブに馴染んでいただ
くように各メンバーが交流してくれることが大
事だと思います。
本日の例会では、最近の当クラブの出席率の良
さ、退会者が少ないのはどんなことが良いのか、
クラブを再確認する意味でもお話ししていただ
きたいと思います。

■ 出 席 報 告

大村和宏君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

40／51 78.43％

49／51 96.07％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○内山君○加藤君○川口君○佐野 博 君○佐野 芳 君
○村松君○渡辺 哲 君○渡邊 芳 君○佐野 裕 君
○伊藤 彰 君

池ヶ谷君

(１)メークアップ者
渡邊博文君（榛南）

食事準備数

食事提供数

残

累計残

44

42

2

10

パーフェクト例会数：
欠席連絡は、前日までにお願いします
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■ 交 流 例 会 報 告

1 班報告 杉浦聡君
★会員を維持する為に必要なことは何ですか？
・例会の充実（外部卓話などの実施）
・親睦（飲み会は大事）
・同好会など、例会以外での交流も大事
・1 業種 1 人の基本に基づき、選りすぐりのいい
方のみ入会させる
・先輩方は、後輩の面倒をみる（例会での声掛け
など、歴の浅いメンバーの居場所を作り、定着
を図る）
★当クラブ内で会員がステップアップする為に
は、どのような交流と奉仕が必要ですか？
・WE サーブ（ライオンズは献血など直接的な社
会奉仕をする）、I サーブ（ロータリーは自らの
仕事を通じ、社会奉仕とする）、我々ロータリー
は近江商人の如く、三方良しの精神で自らの職
業を通じ、社会に奉仕する
・会長を経験するとロータリー感が変わる
・地区研修を受けると、ロータリーへの造詣を深
めると共に、他クラブとの違いを知るきっかけ
となり、我々の活動に活かすことができる。同
じロータリーでもクラブによってやり方や考
え方が違う、違いを知ることも大切
・以前、中元歳暮の品を皆が持ち寄り、子供バン
クのようなところに寄贈した。他地区のクラブ
では盲導犬の育成にかかわる活動などもある
とのこと、もっと地域を知り、ロータリーにし
かできない活動を模索してはどうか
・ロータリーの友を読む、広い意味でのロータリ
ー活動をもっと知るべき
★ロータリークラブの会員となり一番の思い出
は何ですか？
・会員旅行
（親クラブと一緒に行った旅行※バス 2 台、第
一回旅行は韓国北朝鮮 38 度線を 3 時間待ちで
見物、ロサンゼルス/サンフランシスコ 5 泊旅、

ドイツ/ハノーファー（ビジターとして参加など）
・他クラブへのビジター出席、メークアップ
（東京ロータリークラブ、台北 RC など）

２班報告 大村和宏君
1.会員を維持するために必要なことは何ですか
・意識して入会希望者の待ち行列を作っておく。
・年齢のバランスを程よくとる。
人数は 50 名程度が運営面からも交流面からも
適当。
新規会員は増やしたいが、あまり多いのは如何
ものかとも思慮する。
2.当クラブ内で会員がステップアップする為に
は、どのような交流と奉仕が必要だと思いますか。
・昔はよくやっていたが、3 年目までは勉強会を
設定する。
・外部卓話を増やす。
（ロータリアンである銀座英
国屋さんをお招きして服に関わるマナーを講
話いただいたこともあった。ロータリアンであ
れば謝金は安く済む。また、多少高額な謝金が
必要な方であれば、親クラブ等との合同例会と
いう手もある。）
・5 年以上たったら、早期に理事会に参加すべき
役を担っていただく。
・会長が目配りする。
3.ロータリークラブの一番の思い出は何ですか
・飲み会
・同好会で浜石岳の方にハイキングに行ったこと。
・スポーツをすると怪我をする人がいるが・・・
4.その他
・夜間例会ではアトラクションより皆さんと話を
する時間が欲しい。
・夜間例会等も含め、席の配列を工夫し（仲の良
い方だけで固まることなく）いろんな方と話が
できるようにしたい。
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に自由さがある。
身の丈に合ったこと以上のことを無理してやら
ない
やれることをしっかりやる。
エンジョイロータリーの気持ちを忘れない。
・ロータリークラブの会員になり一番の思い出は
何ですか
卓話で会員から聞いた話が様々なことで参考に
なり、経験になっている
３班報告 阿井誠君
★会員を維持する為に必要なことは何ですか
・会員一人ひとりが魅力ある人となり、その集団
がロータリアンと認識されるようになる
・新会員にたいしては、入会推薦者が 1 年間しっ
かりフォローする
・例会、例会以外において会員間の会話を増やす
・欠席が続いた会員への声掛け等周りの会員が配
慮する
★当クラブ内で会員がステップアップする為に
は、どの様な交流と奉仕が必要だと思いますか
・会員の中で、こんな人物（交流・奉仕の実践さ
れている会員）になりたい等目標を明確にする
・色々な業種・幅広い年代の会員から話が聞け、
又人前で話をする事で成長できる
★ロータリークラブの会員となり一番の思い出
は何ですか
・会員旅行等、親睦が図れ楽しかった
・ゴルフの思い出

４班報告 笠原大輔君
・会員を維持するために必要なことは何ですか
無理に人を入れるのではなく、本当に入りたい人
を入れることで退会者が減る
格式を維持する。現状を維持する。
・当クラブ内で会員がステップアップするために
は、どの様な交流と奉仕が必要だと思いますか。
クラブ計画書が他のクラブと比べて薄いがそこ

５班報告 中村博史君
*会員を維持する為に必要なことはなんですか？
・新入会員を、しっかりとサポートする事が大
事になる。
ここ 2 年位は、コロナでしかたがなかった
が、世の中が動いて景気が戻ってくれば、
酒席の場が増えて交流が盛んにできると思う。
とにかく、コロナの終息が肝心。
無理に大人数を入会させても、フォローできな
い。
*当クラブ内で会員がステップアップする為に
は、どの様な交流と奉仕が必要だと思います
か？
・クラブ内だけで無く、行政、商工会等の他団体
とからんだ交流など。
*ロータリークラブの会員となり一番の思い出は
なんですか？
・いろんな会社の経営者と会えて、話ができ
る。
・会員旅行
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える。若いメンバーに委員長などを経験してもら
い、すべてのメンバーが会長をやる。世界のロー
タリーを知る。職業分類の見直し。
楽しい飲食を伴う交流例会。画一的な考えより自
由な交流が出来る方が良い。
年令関係なく交流できる。
３．ロータリークラブの会員となり一番の思い出
は何ですか
会員旅行が楽しかった。夜間交流例会。
６班報告 数野晴紀君
会員を維持するために必要なことは何ですか？
・活動や交流に関してメリハリをつける。年に 1
回でも会員が面白いと思う、興味のわく活動・
交流を行う。
・会員拡大のために誰でも入会させるはダメ。
・南クラブは会員の魅力のある方が多い。プライ
ド・ステータスの高いクラブを保ちつつ、入っ
てもらうではなく、入りたいクラブにする。
・入会金を１００万円にして、退会したときには
返さないことにすることで退会しなくなる。
結論として審査は厳しく、高い入会金（退会時返
金なし）にする。
※別の議題に関してはほかの話が盛り上がって
しまいました。

７班報告 古川賢吾君
１.会員を維持するために必要なことは何ですか
クラブの魅力的なことが必要。同好会活動など会
員交流。
以前は、出席率を上げるように夜間例会を増やし
て交流した。
最近は、出席率が良い。他クラブの様子を知る。
２．当クラブ内で会員がステップアップする為に
は、どのような交流と奉仕が必要ですか
講師例会を増やす。クラブの規模が適正で顔が見

８班報告 森竹正晃君
会員を維持する為に必要なことは何ですか？
１ 退会者が居ない雰囲気が良い
２ 例会に来ても、話し相 手が居ない、つまら
ない雰囲気を作らない
３ 若い会員が先輩に挨拶をしてくれる、先輩が
若い会員に話しかける
環境が望ましく、作り続けたい
４ 例会に来るのが楽しい環境が良い
５ 気軽に挨拶の出来る、話しやすい雰囲気環境
が良い
当クラブ内で会員がステップアップする為に、ど
の様な交流と奉仕が必要だと思いますか
１ ゆるやかに会員交流が出来る場所と機会が
必要
２ 私的、趣味においても情報交換が出来る交流
が必要
３ 職業の情報交換が出来る事で、お互いの職業
奉仕が出来る機会が必要
４ 会員旅行を使い、普段、お話し出来ない会員
との交流が必要
５ 夜間例会や飲食の場の交流会を使い、会員同
士の交流と職業奉仕に繋がる情報で各自へ
のステップアップが出来る、環境が望ましく
必要があると思われる
ロータリークラブの会員となり一番の思い出は
何ですか
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毎年行う、国内・国外での会員旅行
サッカーとお花畑
１５周年 里山

交流例会テーマ
『会員増強維持』

例会日

クラブ行事

12/3(金)
第 1437 回

クラブ年次総会

理事会

12/10(金)
第 1438 回

外部卓話

小杉苑

12/17(金)
第 1439 回

奉仕デー

12/27(金)
第 1440 回

年忘れ夜間例会

■ 今週の一言

摘要

小杉苑

朝比奈潔君
私の一押し
は、南 RC ゴル
フ同好会です。
新クラブ創設
に当り、一日
でも早く会員
相互の交流と
親睦を計る為

に同好会を立ち上げました。
移籍会員の鈴木吉郎、鈴木栄三郎、石川清、小池
吉久、４氏を中心に私が幹事として会員をつのり、
創立１年目から年４回のコンペを企画、エンジョ
イロータリーそのままに、現在迄３１年間続けて
います。
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