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２０１９年７月１１日(木) 例 会報 告

会員増強委員会 大貫政義 委員

◇昭島観光まちづくり協会からのお知らせ
○今日は、昭島ロケーションサービス
についてご案内に伺いました。詳しく
は配付資料をご覧下さい。
○「ロケ地登録」募集のお願いです。昨年は市内で
139回行われ、申込は1000件以上頂いています。
あらゆる場所がロケ地の対象になり、私共がいろい
ろな面で調整致しますのでよろしくお願い致します。

【開会点鐘】12時30分

向山英雄 会長

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー
河辺光利 会員

来訪者紹介
卓話講師
2018-2019年度国際ロータリー第1･第2・第3ゾーン
地域別会員増強計画プロジェクトリーダー 鈴木隆志 様
多摩中グループ ガバナー補佐
田中 靖 様
同上
グループ幹事
町田裕紀 様
2012-2013年度多摩中グループ
グループ幹事・会長･幹事の皆様
立川ＲＣ・藤堂 敦様、国分寺ＲＣ・飯沼克美様
三鷹ＲＣ・須田恵寿様
井の頭ＲＣ・古関せい子様、篠原 准様、相澤 豪様
国立白うめＲＣ・北村明男様

会務報告

向山英雄 会長
1．テーマの“ FOR THE MEMBER”はリンカー
ンの言葉をとりましたが、長くなりますので「昭島ロ
ータリーのメンバーのための昭島ロータリー」と云う
事で一年間実践して掲げさせて頂きました。
2．7月8日(月)東京西本部少年支援センターの
岡部様に事務局にお越し頂き、矢口幹事、
石坂さんと三人でお話を伺いました。6月19日に国連アジ
ア極東犯罪防止研究所(アジ研)の卒業式があって名刺交
換をさせて頂きました。アジ研の方と思い卓話依頼を致しま
したが、実は同じ敷地内にある法務省の方でした。地域と
のつながりも強く卓話をお願いをしたいと思っています。
3．7月10日(水)昭島中央ＲＣに矢口幹事とご挨拶に伺いました。
4．7月10日(水)、管理運営委員会の３チーム合同で行われ、
10.11.12月のプログラムについて協議検討致しました。

幹事報告

矢口 完 幹事
1．来月「くじら祭」が開催されます。受付にポスタ
ーが置いてありますので、お持ち帰り頂き事業
所等の見えるところに貼って頂きたいと思います。
クラブの帽子、ポロシャツも用意してあります。お
持ちでない方はお求めをお願いします。
2．鈴木健一会員のＦＡＸ番号が違っておりました。訂正をお
願い致します。
3．「ガバナー月信」、「バギオだより」を各テーブルのファイル
に綴じてあります。お目通し下さい。
4．7月12日(金)に米山奨学生のルレジオウル・スルタンさんが
狛江高校第三会議室でたまがわＲＣの国際理解教室講師
とし務めます。
5．年会費は今月が期限となっていますのでよろしくお願い致
します。

アドバイザー委嘱状贈呈式
日恵野裕之会員 (鈴木健一新会員アドバイザー)
安保 満会員
(猪俣直樹新会員アドバイザー)
向山英雄会員
(川口良絵新会員アドバイザー)
(髙橋龍治新会員アドバイザー)
左より

矢口幹事、向山会長
安保会員、日恵野会員

来訪者挨拶
多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖 様
本年度浅田ガバナーはＲＩマローニー会長の
「ロータリーは世界をつなぐ」を受けて、2750地
区は「5000人の仲間をつなぐロータリー」を掲げ
られました。一つの思いは現在4860名の会員を
5000名にしようというメッセージも込められていま
す。昭島ＲＣさんは３名の増強をして頂きガバナーの思いを汲
んで頂いて有難く思っています。会員増強はそれ自体が目的
ではなく、クラブの効果的な奉仕活動を行うための手段であ
る。と話されています。
多摩中グループ グループ幹事 町田裕紀 様
多摩中グループ内の皆様方がより一層親睦
を深める事が出来ます様に努めて参ります。
相田様には大変お世話になりました。皆様に
は一年間よろしくお願い致します。
2012-2013年度多摩中グループ
グループ幹事、会長･幹事の皆様
左より 向山会長
三鷹RC・須田恵寿様
立川RC・藤堂 敦様
国分寺RC・飯沼克美様
国立白うめRC・北村明男様
井の頭RC・篠原 准様
古関せい子様、相澤 豪様

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム
出席報告

丸鶴信一 委員

会員総数

出席免除

出席義務者

本日の出席

５７名

６名

５１名

４１名

事前メークアップ

本日の出席率

４名

８３.３％

事前メーク
メークアップ

植松会員、畢会員、栁会員、髙橋(文)会員
なし

地区ロータリー財団委員会
浅田年度キックオフパーティー報告
安保 満 地区委員長
7月4日(木)グランドハイアット東京で開催され
ました。今年度各役員の方々、浅田ガバナーに
関係の深い方々が集まり、浅田ガハナーがアメ
フトのヘルメットをかぶってキックしました。会場全員が楽しい
キックオフが出来て、この雰囲気のまま1年間地区が運営出来
れば良いと感じました。
青少年奉仕チーム
昭島ローターアクトクラブ新年度初例会報告
雨倉寿久 委員
7月7日(日)サブスリーの会場ををお借りして
初例会が開催されました。アクトより会長幹事な
ど3名、ロータリーより矢口幹事はしめ８名が参
加しました。新年度会長に伊藤さん、幹事は市川さんが決ま
り、新年度活動報告、所信表明では飛躍できる感じを受けま
した。例会後、懇親会が行われ新会員２名の紹介がありまし
た。現在会員数総勢６名になりました。間近に二桁を感じました。
地区米山資金推進委員会
米山奨学委員長セミナー報告
相田禎延 地区副委員長
7月9日(火)ハイアットリージェンシー東京で開
催され栁学友委員長と参加しました。米山事業
の中身を知るためのセミナーです。後半はグル
ープディスカッションで意見交換をしました。第2回は来年2月
頃を予定しています。クラブより来て頂けるとありがたいです。

【卓

話】

テーマ「増強の技術とプロセス」

鍬講師紹介
会員増強委員会
【鈴木隆志様のプロフィール】

鈴木圭一委員長

1998年
東京西ロータリークラブ入会
2006年度 幹事
2008、2009年度 地区副幹事
2012年度 地区クラブ支援委員会副委員長
2013年度 地区会員増強委員会 副委員長
2010年度 2014-15 2015-16 2018-19 地区幹事
2014、2016、2018年度 国際ロータリー第1.2.3ゾーン
地域別会員増強計画プロジェクトリーダー補佐
2017
「日本のロータリー100周年」実行委員会事務局長補佐

2018-2019年度国際ロータリー第1･第2・第3ゾーン
地域別会員増強計画プロジェクトリーダー 鈴木隆志 様
今日伺いましたら明るい雰囲気
で、前来た時とだいぶ変わったと
思いました。2015年から毎年増え
て若い方が増えている状況です。
同じように増えているクラブとし
て2580地区紀尾井町ＲＣは2015
年に44名だったクラブが、現在70
名になっています。要するに勝ち癖がついているクラブになっ
ています。
「人が集まらないクラブの特徴」は“毎年何となく会員増強を
している”、“新しい会員にロータリーを教えない”等々。そしてそ
の理由を聞くと、“少子高齢化と人口の減少”、“競合会の増
加”、“クラブのメリットの可否”等々があります。会員増強のス
タートとして「クラブの夢(ビジョン)を決める」ことです。又、高い
会員増強の目標を立てること。例えば昭島ＲＣは80名の時があっ
た、ならば5年後に80名にしよう。と云う高い目標を立てることです。

プログラム･会報チーム
親睦･プログラム合同チーム会報告
寺嶋 功 委員
7月10日(水)第1回合同会議を開催しました。
向山会長、矢口幹事、日恵野管理運営委員長
に同席頂きました。内容は第２四半期プログラム
の件です。新会員のイニシエーションスピーチ、会員卓話私
の趣味、昭島中央ＲＣとのボーリング例会など協議しました。
親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表

高橋信隆 委員

2012-2013年度会長幹事連
本日は向山会長の同期会長幹事メン バー
でお祝いに駆けつけました。
向山会長、矢口幹事ともお身体に気をつけて
一年間頑張って下さい。応援しています。
篠原 准様(東京井の頭RC)
向山会長のお祝いに参りました。2012-13年度の期の幹事と
してご一緒させて頂きまして光栄です
安保様、相田様には昨年度大変お世話になりました。感謝し
ています。
向山会長 卓話講師鈴木様、ガバナー補佐田中様、グループ幹事
町田様、2012-13年度会長･幹事の皆様。
ご来訪に感謝致します。
矢口幹事 田中ガバナー補佐、町田グループ幹事、2012-13年度グ
ループ幹事、会長、幹事の皆様ご来訪ありがとうございま
す。そして、本日の卓話講師鈴木様、拡大増強の卓話本
年度目標達成のためにしっかりと拝聴させて頂きます。よ
ろしくお願い致します。
栄田会員 本日は沢山の方にご来訪頂きありがとうございます。心より
歓迎致します。
安保会員 多摩中グループガバナー補佐･田中靖様、グループ幹事
町田裕紀様のご来訪を歓迎します。
2019-20年度多摩中グループをご指導下さい。
鈴木隆志様の御来会を歓迎致します。卓話よろしくお願
いします。
相田会員 多摩中グループ･ガバナー補佐田中様、グループ幹事町
田様。ご来訪ありがとうございます。
東京西ロータリークラブ･鈴木孝志様、昨年度は地区で大
変お世話になりました。卓話よろしくお願い致します。
鈴木(圭)会員 卓話講師鈴木隆志様、多摩中グループ田中ガバナー
補佐、町田グループ幹事、2012-13年度多摩中グループ
幹事の皆様。ご来訪歓迎致します。

本日の合計
累
計
予算達成まで

57,000円
249,000円
2,051,000円

100名いた大宮西ＲＣは42名迄減少して「一人が一人の増強」
を実施して、84名になり新会員からの推薦などで126名を越え
るまでになりました。毎年少しずつより爆発的に増強する方が
成功するようです。ロータリークラブの魅力とは何でしょうか？
全国のロータリアンにアンケートしたデータでは、第1は「異業
種交流が出来る」、第2は「仲間･生涯の友」でした。ロータリー
クラブ奉仕が出来るクラブは間違いではないが、感覚の相違
があるかなと思います。ポールハリスの考えた原点は友達づく
りでした。会員増強の実践として、会長･委員会の熱意です。
誰を誘うかのリストアップが必要です。誰にアプローチするか。
他の団体・交流会で重要な事は若手の開拓は若手女性候補
の獲得の二つが会員増強の明確なポイントになっています。
そして入会後に「丁寧な歓迎と対応、入って良かった」と心か
ら思う雰囲気を作る事がクラブ奉仕では大事です。会員増強
の鍵は「若手を褒める」事がとても大事です。若手が他の仲間
を連れてくるわけですから、とんでもないやつを連れてきたと
云う事の無い様に「教育･研修する」事も重要です。
※この後、楽しいクラブの運営として、しっかりした例会、充実した卓話、楽しい例
会など考えれば独自性のある方法があるもある。また、数ある会、数あるロー
タリーの中でなぜ？あなたのクラフを進めるのか？を知らせることも必要。など
お話しが続きました。

謝辞

会員増強委員会 鈴木圭一委員長

閉会点鐘 向山英雄 会長
例会案内
７月２５日(木) 第２５０７回例会
くじら祭実行委員会 PART2

