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例会開始前の握手会 
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親睦委員会（親睦旅行） 加藤文男委員長 
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歌謡碑について 宮内たけし会員 

外来卓話 
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       〃  海老原光男委員 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 

 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「人類に奉仕するロータリー」 

“ROTARY SERVING HUMANITY” 
 

第 1158回例会 2016年 8月 10日 

日 



2 / 8 

 

 
 

会長挨拶            柿沼洋一 会長 

お暑うございます。

昨日が 39℃、今日が

33℃と大変暑くなりま

した。体調の管理に

は十分ご注意くださ

い。はじめに先週理

事会で承認され、7日

間の期日の内に異議のなかったことにより朝見

卓也さんが新入会員として正式に承認されまし

たことをご報告いたします。今月は「会員増強・

新クラブ結成推進月間」ということで、本日の例

会に地区会員増強維持委員会 委員長の川原

畑光一委員長（上尾西 RC）をお招き致しました

が良い報告が出来て何よりのことと嬉しく思って

います。山口プログラム・出席委員長に毎月の

月間テーマに沿った卓話を出来れば入れて欲し

いとリクエスト致しました。これから河原畑委員長

の卓話を戴きます。また同じく地区委員会の海

老原光男委員（春日部 RC）にもご出席を戴いて

プロジェクターの操作をしていただきます。浅水

ガバナーも大変力を入れている会員増強ですの

で今日は良い話が聞けると思います。宜しくお

願い致します。 

8月 6日からオリンピックが開催され、皆さんご

承知の通り日本の選手達の活躍を連日目の当

たりにして興奮していると思います。柔道のメダリ

ストたちが金メダルでないことを大変気にしてい

るようですが胸を張って帰ってきてほしいと思っ

ています。大変誇らしいことだと感じています。漢

字の「柔道」から横文字の「Judo」競技となり日本

の基準から世界のルールに変わったことで勝つ

ことが大変難しくなっているようです。選手の皆さ

んには労いの言葉を送りたいと思います。 

 また、先日 TVで海外の治安について放送をし

ていたのですが、日本とは全く違うことにびっくり

しました。 

 例えば、自分の運転している車が犯罪に合わ

ないようにするため赤信号で止まらないように手

前から調整する。またタクシーは街中で拾わない

でホテルから信用できる運転手を呼んでもらう。

お金は数か所に入れておき万が一強盗に会っ

たら少額のお金を渡す。この時にゆっくりと動き、

相手の顔は見ないようにする。絶対に抵抗して

はいけない等、日本では考えられないことばかり

でした。友人にブラジルで仕事をしていた人がい

ますが同じことを言っていたのが思い出されまし

た。海外では評判の高い日本人ですが人の好さ

が知れている分だけ危険にさらされる可能性も

高いのかもしれません。 

 話は変わりますが、9 月の会員旅行の「旅のし

おり」が参加される方々のお手元にあると思いま

すが、田邊幹事のお骨折りで完成いたしました。

カラー刷りで事細かくスケジュール等が記載され

ています。総勢 26名の予定です。楽しい旅行に

したいと思いますのでご協力をお願いいたしま

す。なお、表紙右上に私の顔写真が載っており

ますので不要になった際にも取り扱いには十分

ご注意ください（笑）。 

くれぐれも旅行の途中で私を捨てたりしない様に

お願いします。 

 それでは、本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告             田邊 聖 幹事 

1. 8 月 4 日 第 2 回

25 周年実行委員

会開催 

場所：和風レストラ

ンとき 松本委員長

他 11名出席 

2. 8月6日 奉仕プロジェクト部門セミナー開催 

場所：越谷コミュニティセンター 成田部門

長、細野委員長出席 

3. 8月 7日 管理運営部門セミナー開催 

場所：清水園 寺西部門長出席 

4. 8 月 23 日鴻巣ロータリークラブ合同例会開

催予定 

場所：和風レストランとき  

5. 8月 24日 第 5回会長幹事会 柿沼会長、

田邊幹事出席予定 

6. 8 月 25 日 ふれあい鴻巣ウォーキング代表
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者会議開催予定 

場所：市民活動センター 

7. 8月 27日 RLIパート１ 木下会員出席予定 

委員会報告 

親睦委員会（親睦旅行）   加藤文男 委員長 

8月31日、8月度最

終例会時、チケットの

配布と各論的な注意

事項等、説明します

のでお願いします。 

 

 

田邊 聖 幹事 

旅行のしおりを作りま

した。 

 

歌謡碑について 宮内たけし 会員 

「恋の津軽十三湖」

の歌謡碑が青森県津

軽十三湖畔に建立され

ました。長山洋子さんの

歌唱も披露されました。

当日、上田埼玉県知事

からも祝電が届き見事に除幕され、地域の発展

のお役に立てたことの幸せに感謝しています。 

10 月 8 日のこうのす花火大会に当たり、音楽

入りコラボを企画しましたところ皆様のご厚意に

より 100万円に届くばかりの多額の協賛の額とな

りました。ありがとうございました。 

外来卓話 

第 2770地区会員増強維持委員会 

河原畑光一 委員長 

  海老原光男 委員 

 

皆さんこんにちは。上尾に RCから出向してい

ます河原畑と申します。今年度会員増強維持部

門の委員長をさせていただいております。8 月に

なって暑い日が続いておりますが、会員増強月

間という事で 1日から卓話の嵐で、まだ月半ばに

もならないうちに少々バテ気味ですがしっかりと

卓話をやっていきたいと思います。 

今年度、地区の会員増強部門は今回、広報

部門と合同でセミナーを開催しまして、広報あり

きの増強という方針で進めております。 

今年度新たな動きとして、各クラブでロータリ

ークラブとはどういうことをしているのかという、地

域の皆さんに知っていただきイメージアップを図

るため、今回サンプルとしてクラブの歴史をまと
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める形で浦和中 RC を題材とした DVD を作って

くださいましたので、そちらをご覧いただきたいと

思います。 

DVD 視聴 

ご覧いただいた

このDVDは広報部

門から各クラブの

進呈されるとのこと

ですので、これを

入会予定者や候補

者に見ていただき、少しでも事前に理解してい

ただいて入会してもらえばより効果的ではないで

しょうか。 

 

それでは次にスク

リーンを見ながら説

明を兼ねてお話しさ

せていただきます。

まず初めにただいまご覧いただいておりますの

は、今回の部門セミナーに先立ちまして地区内

の 73 クラブに事前にアンケートを実施させてい

ただきました。73 クラブ中、67 のクラブからのご

回答をいただきまして、そのアンケート結果をグ

ラフにさせていただいております。 

このグラフは増強に取り組む際に、増強のテ

ーマをお決めいただいているかどうかという質問

に対しての回答内容です。テーマを決めて取り

組んでおられるクラブは 27％でした。7割以上の

クラブはテーマを決めずに増強に取り組んでい

るようです。 

次は入会された新入会員の入会式を実施し

ているかどうかのグラフです。98％で実施してお

り、ほとんどのクラブで入会式を行っておりまし

た。 

次は入会に際して決まった言葉や文章はある

かとの質問に対しまして、ほぼ半々で決まった言

葉などを用意しているようでした。内容は、「会員

一同心から歓迎します」というような言葉が多数

で入会セレモニーで歓迎の言葉を発表しておら

れるようでした。 

次のグラフは新入会員の歓迎会についてのグ

ラフです。9割のクラブで新入会員の歓迎会を行

っておりました。入会当日に 6％、2 週間以内に

11％、47％が 1か月以内とお答えになっており、

当日と 2週間以内を合わせますと 3分の 2のクラ

ブが 1か月以内に歓迎会を行っておりました。 

次に新しく会員になられた新会員に対して研

修は行っているかという質問に対しまして、67％

のクラブで研修会を行っておりました。ここには

グラフにしてありませんが、クラブの情報委員会

やクラブ研修リーダー委員会などが中心になっ

て、おおむね入会3年未満の会員を対象に研修

会や新会員セミナーとして行ったり、歓迎会と併

せて開催し、終了後にさらに懇親を深めているよ

うでした。 

それから、新たに入会した会員には決まった

役職を与えているかとの問いに、75％、4 分の 3

のクラブで何らかの決まった役職に就いていた

だいているようでした。役職は親睦委員や出席

委員が多いようで、なるべく早く仲間に溶け込ん

でもらえるような役職でした。SAAというクラブもあ

りました。 

次に紹介者に対しまして表彰しているかどうか

お聞きしましたが、表彰しているクラブは 22％だ

けでした。 

アンケート結果につきましては以上のような内

容でしたが、こちらのクラブのおやりになっている

ことと比較して、対応が必要かどうかご検討いた

だければ幸いでございます。 

次に今年度広報部門との合同セミナー開催と

いうことで方向性を形にしてみました。何といって

も地域で広報し認知度を向上させ、自分たちが

理解していなければ増強になかなか繋がらない

と考えております。そういうわけですから、自分た

ちがしている活動をしっかり広報していただいて、

そのうえで認知度を向上させる。その結果が増

強につながっていただければと思います。 

そして今年度の会員増強維持の目標会員数

は 3,000 名とさせていただいております。地区と

全国の現状を申し上げますと、本年 6 月末日現

在で 2770 地区では 2,559 名となっております。
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3,000 名の目標を達成するためには約 440 名以

上の増強が必要となります。440 名以上の純増

は並大抵のことではございません。当 2770 地区

では 2012－13 年度からは微増しております。日

本全体では 1996年をピークに漸減しているのが

現状です。2014、2015 年度は少し持ち直したよ

うですが、2016年3月末日現在では 88,957名で

ございまして、1996年のピーク時の 129,568名か

ら比べれば約 40,611 名と大きく減少しておりま

す。前年同月比で 68 名しか増えておりません。

全国 34 地区中で会員が少しでも増えた地区は

半数にも満たない 16地区にとどまっています。 

2012－13 年度を除いて年度末の 3 か月間の

増減を見ますと、すべて減少しているのが判ると

思います。この 7年の 3か月の減員数を足します

と何と 462名にも上ります。先ほども申し上げまし

たが、3,000 名の目標達成には 440 名以上の純

増が必要なわけですから、この年度末の減員数

を防げればとっくに目標をクリアーできていたわ

けです。一生懸命増強しても年度末で退会され

ては元も子もなくなってしまいます。いかに年度

末の退会をなくすことができるかで増強に大きく

影響してくるのがお分かりになると思います。退

会をなくし現在の会員の減少を防ぎ維持すること

が、ひいては純増に自ずとつながっていくことに

なります。 

こちらの表と次のグラフは地区内の市町別クラ

ブ数と人口比を表しております。地区内の 73クラ

ブで人口を比較しますと、1クラブ 54,811人の人

口となります。全国平均は 55,762 人でほぼ同様

の人口比になっています。望ましいのは 55,000

人くらいになるのかと思います。 

次のグラフは本年 4月 30日現在の各クラブの

会員数を棒グラフにしてあります。次の円グラフ

は 10 人単位の会員数比率でございまして、最も

多いのは会員数が 20 人から 29 人のクラブで

36％、次が 30 人から 39 人の 19％、次が 10 人

から 19 人の 15％で、この三つの層で全体の

70％になります。この辺の底上げができればだ

いぶ変わってくるのかなと思いますし、会員基盤

向上につながってくれればありがたいと思ってお

ります。 

次の資料を見ていただくと地区内各クラブの 5

年間の会員数の推移状況を表にしてあります。

大きく会員を増強しているクラブと、思うような増

強が図れず、現状維持や減少しているクラブが

お分かりになるかと思います。増強維持に向け

ては各クラブとも会長を先頭に幹事や委員長、

会員みんなで年度初めに目標を立てて取り組ん

でいることと存じます。会員数の多いクラブでは

大きく増強されているところが多く見られます。ベ

ースとなる会員が多ければ一人の会員が一人紹

介することで絶対数が多くなることは自明の理か

と思います。少人数のクラブでは一人の会員が

同じように一人紹介してもそうそう飛躍的に増や

すことも難しいと思われるところです。やはり着実

に増やしていって会員基盤を強固にしていきた

いものです。 

もう一つの資料は先月の 4日 5日の両日にわ

たりまして行われました PETS、会長エレクト研修

セミナーの折に各クラブの会長エレクトの皆さん

に、それぞれのクラブの取り組み内容や目標な

どの発表をしていただきました。発表いただいた

内容をアンケート用紙に書き残していただきまし

てまとめさせていただきました。これを見ますとそ

れぞれいろいろと工夫されて増強や維持に頑張

っておられるのが良くわかります。比較的に多い

取り組みとしては、フォーラムを行いグループ分

けしてリストアップしてアタックしたり、新入会員に

新会員を紹介してもらったり、紹介カードを作成

したり、根強く多いのは JC の OB や商工会青年

部のOBにすでに入会しているOBを通して勧誘

しておられる方法が多いように感じられます。ま

た、取り組みの中にパンフレットを作ってそれを

もって声掛けをしたり、例会にオブザーバーとし

て出席してもらったり、各種事業に案内して参加

してもらって知ってもらうようにして勧誘につなげ

ているクラブもありました。その他に入会金や会

費の減額、二世会員の勧誘、周年事業に合わ

せての積極的な取り組み、職業分類の穴を埋め

るなどの取組がありました。 

皆さんのクラブでもたくさんの素晴らしい奉仕
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事業を展開しておられることと思います。折角世

界で、日本で、地域で良いことをしているわけで

すから、それらを知ってもらうことも増強に繋げる

重要な要素ではないでしょうか。折角良いことを

していても、知ってもらえなければ何にもなりませ

ん。認知度を高めることが重要です。そのための

広報は同時並行してやっていく必要があると思

います。そういうこともありまして、今年度の会員

増強維持部門のセミナーは広報部門と合同で 7

月 2 日に開催させていただいたわけでございま

す。このように皆さんのクラブでもやっていないこ

とがたくさんありますでしょうから、他のクラブの取

り組みなどを参考にしていただきまして、是非や

ってみるのも一つの方法ではないでしょうか。 

それでは次の資料をご覧いただきたいと思い

ます。この資料も先日の会長エレクト研修セミナ

ーで各クラブの会長エレクトの皆さんに発表して

いただきお書きいただいたものです。各クラブで

の問題点や障害などをお書きいただきました。 

こちらを見ますと最も多いのが高齢化になって

いるや、高齢会員の体調不良などで退会が増え

ているなどが多くのクラブで問題になっているよ

うです。そういう意味でも RI 会長賞の条件に 40

歳未満の新会員の入会を定めています。そして

浅水ガバナーの地区運営方針でも価値観を共

有できる会員の入会と合わせて 40 歳未満の若

年層の会員の増強に意欲的に取り組みましょうと

いっています。是非女性会員の増強と合わせて

取り組んでいただきたいと思います。 

それから出席率の問題や例会の活気、魅力あ

る奉仕活動などの問題もあるようです。私たちは

RC に入会してロータリーライフを楽しんでいるで

しょうか。充実したプログラムを組んで例会を活

気づかせることも大切です。例会だけに限らず、

奉仕活動も親睦行事もみんなで楽しめる雰囲気

や内容にすることによって自分自身も楽しめるよ

うにならなければなりません。魅力のある元気な

クラブでなければ、自分が楽しんでいなければ、

増強の勧誘に際しても説得力がありません。一

緒に楽しみましょうと誘ってください。魅力を伝え

るようにしてください。会員全員が増強するんだ

という強い意識をもって取り組んでいくことが大

事だと思っております。 

先日の会長エレクト研修セミナーの折に各クラ

ブの増強目標を各グループのガバナー補佐が

まとめてくださいまして第 2 全体会議で発表して

くださいました。2770 地区の全 12 グループの合

計の増強目標数はちょうど 301名でした。先ほど

お話ししたように 6月末日の会員数が 2,559名で

すので合計しても目標の 3,000 名には足りませ

ん。440名以上の純増が必要なのです。さらに目

標に上乗せしていただき一歩でも目標に近づけ

るよう頑張っていただければと思っています。 

それから、先ほどもお話しいたしましたが、今

年度の部門セミナーは 7月 2日に広報部門と合

同で開催させていただきました。セミナーでは 20

グルーに分かれていただきまして「なぜ増強が

必要なのか」「どんな人を入れたいか」「広報と合

同での増強の方針・企画」というテーマでデｲス

カッションしていただきました。そしてここでもクラ

ブの活性化のためにも女性や若い世代に入会

していただきたいということでした。そういう方々

が入会しやすい環境を作っていくことも大切では

ないでしょうか。それから三つめのテーマの広報

との合同での増強の方針・企画ではテレビやラ

ジオを利用しての大々的な広報やホームページ

の充実、SNS の活用、DVD や入会案内などのし

おりの作成などの意見をいただき、やはり認知度

をどの様に向上させていくかということを検討して

いく必要があるのではないでしょうか。 

そのまとめました冊子が出来上がりましたので

広報部門から送られてくると思いますが、先行し

て進呈してまいりますのでご参考にしていただけ

れば幸いです。 

今年はロータリー財団設立 100 周年の年だそ

うです。100周年を冠に増強に取り組んでいただ

きたいと思います。会員が増えればクラブの財政

的な基盤が強固になります。世界で、日本で、地

域でもっと大きな良いこと、充実した内容の濃い

奉仕の実現が可能になるはずです。奉仕活動の

第一歩は増強からという気持ちで取り組んでい

ただければと思います。 
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それから、4月の 4日 5日の 2日間にわたりま

して国際ロータリー第 1ゾーン、第 2ゾーン、第 3

ゾーンの合同会員基盤向上セミナーがホテルオ

オクラ東京でおこなわれ参加してまいりました。１

ゾーンはおよそ 35,000名の会員が基本だそうで

して、現在の状況では日本は 2.5ゾーンになるそ

うです。2.5 ゾーンになると理事の選出に関して

一人もいない年度ができてしまうそうです。ゾー

ン再編の会議のベースの会員数は 16 年度の末

日の数字が基礎になるということでした。 

それから最後になりますが、皆さんすでにご存

知かもしれませんがマイロータリーで会員増強ガ

イドというのがございます。クラブの会員増強計

画を立てる方法や会員の勧誘と維持に役立つ

戦略とツール等会員増強に役立つ情報が紹介

されています。クラブ現状評価とビジョン、新会

員の入会の魅力を高め、既存会員の積極的な

参加を促すなどに焦点を当てた戦略など、会員

増強計画を立案する際の参考になると思います

ので是非ご活用いただくといいと思います。また

クラブの健康チェックというのもあり、自分たちの

クラブを定期的に診断して問題点を見つけ、そ

の対処法を探っておくことも極めて大切なことで

はないかと思います。それらもご利用いただき、

こちらのクラブの会員基盤の向上に少しでもお

役に立てば幸いです。いずれにいたしましても

会員増強維持の特効薬や秘訣はありません。日

日のご努力の積み重ねが大事かと思います。こ

れからもご精進くださるよう願っております。 

本日はお声をおかけいただき大変ありがとうご

ざいました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 

 本日 修正 

 8月 10日 8月 3日 7月 28日 

 1158回 1157回 1156回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 22 21 31 

欠 席 数 9 10 0 

例会出席率 70.97% 70.97% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 4 5 0 

合計出席数 26 26 31 

出 席 率 83.87% 83.87% 100.00% 
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スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 
 

 

 

前回までの合計 89,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 111,000 円  
 

 

 

編集後記 

今回は、台風で待機しながらの編集作業でし

た。途中漏電ブレーカが上がらなくなったという

緊急呼び出しもあり、駆け付けました。アンテナ

が倒れたという連絡もありましたが、さすがに明

日にしてもらいました。   YM 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル   

山口光男会員…宮内たけし会員十三湖の歌謡碑除幕式

おめでとうございます。 

スマイル 1  地区増強維持委員会より卓話に来られた 

河原畑委員長・海老原委員 

本日よろしくお願い致します。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会

員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・松本安

永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・

柿沼洋一会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・田邊 聖会

員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下

純一会員・青木日出光会員・宮内たけし会員 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

8月 23日

（火） 

夜間合同例会 

鴻巣 RC 主幹 

 会場：和風レストランとき 

8月 31日

（水） 

第 1160回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

部門セミナー報告 

9月 3日

（土）～５日

（月） 

会員親睦旅行 

神戸よさこい祭りと姫路城の旅 

9月 7日

（水） 
休会（1161回例会の振替） 

9月 14日

（水） 

第 1162回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

9月 21日

（水） 

第 1163回移動例会 

職場訪問 富士重工（スバル製

作所）群馬県太田市 

9月 28日

（水） 

第 1164回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

10月 5日

（水） 

第 1165回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティ 

10月 8日

（土） 

第 1166回移動例会 

第 15回こうのす花火大会 

10月 12日

（水） 
休会（1166回例会の振替） 

10月 19日

（水） 

第 1167回通常例会 

外来卓話地区青少年・米山学

友委員会 


