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日  時：平成 27年 10月 28日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ              稲村委員 

開会点鐘                    木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介                  木島会長 

 伊藤 良三様 東京立川こぶし RC  

会長報告                     木島会長 

●米山記念奨学委員会より  

第 5回米山功労者表彰の贈呈 

特別寄付金累計 50万円達成 

   津戸 最会員 

●第 39回｢塞の神どんど焼き｣第１回実行委員会 

 日時 11月 10日（火）19時 

 場所 谷保天満宮 

 出席 喜連(紘)理事・小澤(崇)社会奉仕委員長 

北島委員   

●第 7回多摩中グループ協議会 

 日時 11月 17日（火）18時 30分 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 会長・幹事 

幹事報告                     本間幹事 

●11月のロータリーレートは、 １ドル１20円です。 

●地区より サイパン島巨大台風被害義捐金をサイ

パン RC へ送金いたしました。地区国内 85 クラブよ

り総額 3,265,500 円の義捐金が集まり、皆様方のご

支援に厚く感謝申し上げます。 

委員長報告    

●宗村米山奨学委員長 米山への寄付のお願いを配布

しました。よろしくお願いいたします。 

 

●小澤(崇)社会奉仕委員長 11/3市民まつりのご案内 

展示ブースは例年の場所です。9時 30分にパレードの

出発場所へ集合、11 時例会点鐘。雨天の場合パレード

は中止です。不明な時は委員長へお問合せください。

多くの参加をお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ           長嶋親睦活動委員 

●木島会長 秋たけなわ過し易い日が続いていますが、

北国では早や雪情報。そろそろ寒さ対策ですね。立川こ

ぶしロータリーの伊藤様、今日はよろしくお願いします。

会員増強は当クラブの重大問題のひとつです。 

●本間幹事 立川こぶしロータリークラブ直前会長で

あり本年度地区会員維持委員会委員長の伊藤大先輩の

卓話、今後の活動の一助としていきたいと思います。本

日はご無理を申して申しわけございません。 

●小澤孝造会員・津戸会員・五十嵐会員 地区でご活躍

のこぶし RCの伊藤様のご来訪心からご歓迎いたします。

卓話楽しみにして居ります。 

●時田会員・村上会員・秋廣会員・小澤谷守会員・遠藤

常臣会員・荘原会員 先日開催されました多摩中ゴルフ

大会において我が国立ロータリークラブが、第 2位の立

川ロータリークラブに 2.8ポイント差をつけ優勝するこ

とができました。これは当日参加された 6名の総合力で

勝取ったものです。国立 RC は久し振りに出場権を得ま

したので、今度は地区大会での夢の初優勝をしたいもの

です。個人優勝は時田千弘さんでした。 

●村上会員 立川こぶしの伊藤様、本日は卓話の講師を

有りがとうございます。健康なお姿に戻られ安心しまし

た。本日は宜しくお願い致します。 

●岡本正伸会員・遠藤常臣会員 伊藤良三会員、昨年度

は多摩中グループで大変御世話になりました。体の方も

大分復調されたようで、これからの御活躍楽しみにして

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 
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います。 

●小澤谷守会員 立川こぶしロータリークラブ、2750地

区会員維持委員会委員長 伊藤良三様には、本日当クラ

ブでの卓話ありがとうございます。 

●遠藤直孝会員・北島会員 先週の村上会員の卓話「タ

イ・サラブリ訪問報告」とても楽しく拝聴させていただ

きました。   

ニコニコ BOX 合計 26,000円 累計 579,000円 

出席報告           喜連(元)出席奨励委員 

  １０月２８日 在籍４６中  出席３２名   

  前々回（10月 14日）の出席率 97.67％     

閉会点鐘                    木島会長 

 

 

 

 

 

 

講師紹介              石塚プログラム委員長 

 伊藤さんは東京立川こぶし RCの前年度の会長さんで、今

年度は地区の会員基盤委員会の会員維持委員長をされてい

ます。今日は少しでも知恵をお教えいただいて、会員増強

に寄与したいと思います。お仕事は立川市商店街振興組合

理事長、立川北口大通り商店会会長、なおかつ民生・児童

委員もされています。本業は伊勢丹立川店で呉服店をされ

ています。 

はじめに                  

本日の卓話はクラブ基盤が、より強化され活性化し結

果的に会員維持・増強につながればいいのではないかと

いう話が中心です。まずは皆さんがロータリーの歴史や

活動についておさらいをし、自分自身がロータリーの魅

力を再認識することにより、新しい仲間を増やす事につ

ながればと言う事で、まずはビデオをご覧ください。（始

めの部分を視聴）皆さんいかがでしたか。そんなことは良く

わかっているよと言う人でも、いざロータリーの説明を

する時に、ロータリーを知らない人でもわかりやすく伝

えられると思います。お役立て頂ければと思います。 

2015-16年度テーマ 

RIテーマ ラビンラドン会長（スリランカ出身） 

世界へのプレゼントになろう 

地区テーマ 水野ガバナー  

未来に向けてロータリーの原点・心を大切に 

国立 RC木島会長のクラブテーマは「もう一度青春、地域

のために、あと世代のために、そして・・・」ですね。

会長所信にも書かれています。「ベテラン会員、若手会

員手をたずさえて、青春集団として、湧き出る活力を、

思いっきり地域の為に、あと世代の為にプレゼントしよ

う」と、ベテランの会員・若い会員と共に手をたずさえ

ることは、しいてはロータリーを学ぶ機会が多くなるの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではと思います。それは魅力あるクラブづくりの基本で

あると思います。 

地区の重点目標 クラブの会員基盤の強化 

各クラブ期首の会員数から純増 5％ 

地区全体として約 250名会員増強を目指します 

ロータリアンとして 

①ロータリーの会合には必ず襟章をつけましょう 

②会合の時間を守りましょう                  

③例会欠席の時はメイクアップをしましょう 

④例会場ではビジター・ゲストを温かく迎えましょう 

⑤例会はよほどの理由がない限りは閉会点鐘までいましょう 

⑥例会中は私語を慎みましょう 

⑦各種の出欠の返事やアンケート回答は迅速にこたえましょう 

⑧会費の支払いやその他守るべき期日は守りましょう 

⑨どこであっても快く挨拶し親睦に務めましょう 

⑩わからない事は何でも会員に尋ね、尋ねられたら誠意を

以って応えましょう 

⑨RI定款・細則、クラブの定款・紬則を守りましょう 

⑩「四つのテスト」を実践しましょう 

⑩ロータリーの活動、委員会活動その他ロータリープログ

ラムには積極的参加 

⑨新会員を紹介しましょう 

ロータリー３大義務 

①会費の納入 ②例会への出席 ③ロータリーの友の購読 

ロータリアンとしての権利と特典 

①世界 120万のロータリアンの友人を得る事 

②世界中の RCの例会や会合に参加出来る事 

③適格な人を推薦する事が出来る。会員になる為には会

員の推薦が必要 

④インターアクト・ローターアクト・青少年交換・RYLA・

インターンシップ・米山・平和フェロー等、若い世代と

の交流が増えます。 

クラブの基盤強化と活性化について 地区会員基盤委員会 

委員長 伊藤 良三氏 

 

地区国際奉仕委員長 

環境フェスタくにたち 10月 24日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境フェスタ当日は、晴天に恵まれ 2,000 人を超える

市民が集まる中、当クラブもごみ減量に向けたアピー

ルのための分別回収を行いました。 
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ロータリークラブは皆さんご存じのように1905年にシ

カゴで誕生し、世界で 120 万人の会員がいる団体となり

ました。しかし 10年前をピークに会員数の減少が始まり

ました。世界中のロータリアンの懸命な努力により 3 年

前より下げ止まり、徐々に会員数は増加をしています。

今年の8月の集計では私たちの2750地区の会員数は4822

名で、愛知県の 2760地区 4835名で僅か 13名の差で日本

では 2 番目に会員数多い地区ですが、クラブ数からみれ

ば 2750地区は 100クラブ、2760地区は 83クラブですか

ら、１クラブの平均会員数は、2750 地区は 48.2 名 2760

地区は 58.2名になります。1クラブ 10名少ないことにな

ります。 

なぜ会員増強が必要なのでしょうか？ 

・クラブの活性化（奉仕活動） 

・ロータリーの輪を広げる事ことが出来る 

・クラブの経済基盤の確立 

 私たちのクラブがロータリークラブであり続けるため

ではありませんか。ロータリーの会員であることに誇り

を持ち、目的途成のため、仲間と共に行動する。その基

盤となるクラブそのものの活力の源が正に私たち会員な

のです。ロータリークラブは目的を達成する為にいくつ

もの委員会を設置しています。それぞれが重要な役割を

持ち活動し、その集合体がクラブを成しています。会員

数が少なければ一人の会員にかかる負担も大きく、クラ

ブの財牧にも関わってきます。120万人のロータリアンの

年齢別構成は29歳以下が１％、30代が9％、40代が20％、

50代が 27％、60代は 25％、70歳以上は 18％、つまり 60

歳以上で 43％、50歳以上が 70％を占めています。生き物

には寿命があります。このまま何もしなければどのクラ 

ブでも会員の減少は避けられない問題です。若い会員が

入会したり、会員数が増えれば多彩なアイデアが生まれ

多くの奉仕活動が実行され、ネットワークも拡大します。 

会員数の減少は資金不足によりプログラムや奉仕活動の

縮小を余儀なくされ、公共イメージの低下をまねき、し

いてはクラブの魅力が薄れ、入会への関心も低下し、そ

の結果は会員数の減少が進んでしまうという負のスパイ

ラルにはまっていきます。 

会員増強は誰が行うのですか 

地区のセミナーで良く聞かれる言葉で「会員増強は地

区が行うのではなく、クラブがそれぞれ行う事により成

果が出る。会長がしっかりと目標をかかげ、会員増強委

員長がその役割をになって１年間頑張ってほしい」など

など。勿論それはそうなのですが、それだけではなかな

か成果は上がりません。新会員勧誘の時のロータリーク

ラブの魅力を説明するのには各委員会からの情報や協力

が不可欠です。クラブの行っている活動は多彩です。そ

ういった活動に興味を持ってもらえる会員候補もでてく

るはずです。活動を広報する公共イメージ委員会もロー

タリー活動を知らしめる重要な役割があります。すべて

の委員会委員が協力してこそ会員勧誘活動の成果が生ま

れると思います。一人ひとりの地道な行動こそ増強には

必要です。 

どんな人をロータリーに入会させたいですか 

友人・知人（地域の団体＝商工会会員・法人会会員）・

女性会員や職業分類で入られていない職業の方、元会員の

後継者が入っていなければ推薦してみるのも必要かも知

れません。青年会議所のメンバーも 40 歳で卒業ですから

その後はロータリーで。多くの青年会議所卒業生がロータ

リアンです。 

そんな人が、なぜロータリーに入会しないのでしょうか？ 

一緒に考え整理してみましょう。検証することにより新

しい勧誘の道が開けるかも知れません。勧誘する側がロー

タリーに抱いている自分なりの魅力を候補者に伝える。熟

意が伝われば入会の引き金になるかもしれません。 

会員維持と退会防止について 

せっかく新会員が入会しても現会員が退会したり入会

間もないうちに退会したりでは、増強の意味をなしません。

地区でも年間 400名近い会員が入会をしますが、それ以上

の会員が退会をする為に増強になりませんでしたが 3 年

前から退会者が減少しつつあります。自分たちの力ではど

うしようもない退会理由もありますが、気をつけていれば 

防げる事もあります。例会の出席率の低下などは早めに声

を掛けて例会が難しければ炉辺や親睦活動への誘いも積

極的に行っていただきたいと思います。何度か休んでしま

うと億劫になったり、行きづらくなるのが、クラブを離れ

る原因の一つになります。退会予備軍をつくらない為にも、

ロータリーの魅力をみんなで分かち合い、その為には奉仕

活動、委員会活動、親睦を図る企画や他クラブヘのメイク

アップもいい刺激になるかも知れません。 

その結果として、ロータリーで人と会うのが楽しければ

クラブの例会はもちろん、奉仕活動にも会員が集まり、役

をもって頂ければ積極的に参加し、楽しければ面倒な事も

自分でやるようになります。それを行うのは一人一人のロ

ータリアンであり、それを繋ぐのは友情です。その友情を

育むのは親睦交流です。それは奉仕活動への大きな原動力

となります。 

今後に活かすこと･･･ 

1)クラブの基盤を強化するにはクラブの活性化が必要 

2)会員の退会防止・増強は、全員で取り組みましょう 

3)クラブは会員の集合体 

クラブの基盤強化にはクラブの活性化が欠かせません。

クラブは会員の集合体です｡活性化するにはー人一人がご

自身のロータリーヘの思いを再認識し､仲間と共にロータ

リアンとしての誇りを持って行勧する事が不可欠です｡そ

の為にも、本曰はロータリーについてのおさらいをして頂

きました｡会員の退会防止や新会員勧誘をする時に、自分

自身がロータリーについて良く分かっていなければ､説得

力も薄れるでしょう。私達地区会員委員会は水野ガバナー

の掲げた強調目標である､クラブの基盤強化に向け､各ク

ラブが会員維持･増強を進めるにあたり、クラブを応援し

ていきます。 

 クラブ卓話者リストを作成し、卓話者選定のお手伝いを

致します。皆様から情報を頂き、地区大会の頃には配布で

きるよう考えております。ご協力よろしくお願いします。 


