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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ （カルヤン・バネルジー） 

 

 

 

  

 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

四つのテスト唱和     間室照雄 会員 

 
 

お実様        津田育穂 様  健 様 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 

 間室照雄会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様 

 地区会員増強維持委員会 瀧田和雄様 

 青少年交換留学生 津田育穂様 

 青少年交換留学生のお父様 津田 健様 

委員会報告 

ふるさとの杜実行委員会 松本安永副委員長 

米山記念奨学部門 竹内 広部門長 

 卓話 「会員増強」 瀧田和雄様 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 922 回例会 2011 年 8 月 10 日 

日 
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会長挨拶          加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、梅雨があ

けて雨になり、立秋が過ぎて本

格的な暑さになりました。健康

には充分注意してください。こ

の時季、もうすぐ旧暦のお盆で

すね。我が家にとっては、お盆、正月、春秋の

お彼岸は一番の行事です。皆さんの多くはお

そらく次男、三男でしょうからお実様、親戚を向

かえいれる経験はあまりないでしょうけど、これ

結構おおごとです。おかげさまでこの時季、観

光の経験はありません。 

またこの時季、広島、長崎といえばこれ以上

の発言は必要ないと思いますが、今年はあまり

演出色のある報道は少なかったように感じまし

た。 

考えてみますと、これはよく言われることです

が人類最初の発明は多くが戦争と直結している

と考えられます。古代においては、鉄の発明が

あります。最初は青銅らしいのですが石に変わ

り鉄が武器となりました。近代においてはまずフ

ォンブラウンが開発した V2 ロケットがあります。

ICBM（大陸間弾道ミサイル）や人工衛星を打ち

上げるのに必要なのは言うまでもありません。

V2 ロケットがもう少し早く開発されていたならば、

ヒトラーが東ローマ帝国以上に全世界を制圧し

たとも言われています。V2 ロケットの発展系が

人間を月に送ったり先の日本中を感動の渦に

巻き込んだハヤブサを宇宙に送り込んだりはし

ましたけれども。それからエニアック、世界最初

のコンピューター「現在では方式が違う為、最

初ではないという説もあります。」ICBM 等の軌

道計算に使われました。一部がスミソニアン博

物館に展示されているのはご存知だと思います。

マンハッタン計画において開発された原爆。もう

これ以上言う必要はありませんが、忘れてはなり

ません。 

前回、インターネットでの購入の話をしました

が、メールやインターネットは全世界で現在盛

んに使われています。これらにもペンタゴン「ア

メリカ国防総省」が開発に参加しています。世

界には中枢のサーバーが 7基あるともいわれて

います。本当かうそかはわかりません。サーバ

ーというのはロータリーで  I  SERVE．WE 

SERVE. と言われているのと同じ語源です。7

個のサーバーのうち多くがペンタゴンや IBM 等、

アメリカにあるといわれています。したがってアメ

リカは理論的にはほとんど世界中のメールを監

視できるとも言われています。实際莫大なコスト

をかけて監視しているはずです。 

戦争はエネルギーの獲得行為で、領土・食

料・化石燃料等今でも地球上で獲得行為が続

いています。これからも獲得行為は永遠に続き

ますでしょう。 

最後に皆さん、ロータリー活動のエネルギー

は上手に使いましょう。 

幹事報告          石井英男 幹事 

皆さまこんにちは、ザ.ハッピー

水曜日にようこそいらっしゃいまし

た。 

先日、高校野球選手権で埼玉

代表加須市にあります花咲徳栄

高校が、智弁和歌山高校に敗れましたが、埼

玉の次は関東エリアの近い高校を応援していま

す。本日と明日、今年最高の暑さになるそうで

す。皆さま、お身体に気をつけてください。 

幹事報告をします 

8 月 6 日(土)米山記念奨学部門セミナーに、

加藤会長と竹内部門長がラフレさいたまに出席

致しました。 

8月 24日は移動例会です。鴻巣カントリーで

開催しますので、お願いします。 

本日、外来卓話で地区会員増強維持委員の

瀧田和雄様、大変暑い所、岩槻よりお出で頂き

ありがとうございます。よろしくお願い致します。 
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委員会報告 

ふるさとの杜实行委員会 

松本安永 副委員長 

8月 17日（水）は、法定休会

ですが、ふるさとの杜の除草

作業を行います。第一作業は、

朝 6時～除草作業を、第二作

業は、夕方 4 時～刈り取った

草を片づける作業を行います。

参加・不参加の連絡をお願いします。その夜 7

時から、お疲れ会を“レストランとき”にて行いま

すのでこちらの方にもぜひ参加下さい。 

 

米山記念奨学部門      竹内 廣 部門長 

8月 6日（土）米山記念奨学

部門セミナーがラフレさいたま

で開かれた。松本委員長の代

理で出席。グループセッショ

ンが行われ、①どう会費を集

めるか？ ②どう対応している

か？のテーマで話し合われた。当クラブでは、

目標を 1 人 2 万円とし、会費より 1 人 1 万円を

集め、残りは広く会員にお願いする。他クラブか

らは、会費を会員に振り分けると退会する人が

でてくるので難しいとの意見がでた。過去の奨

学生は、中国出身者が多い。政府が推薦する

国々から来てもらうのも一つの手かなと思う。米

山学友は、自国のみならず世界各国で活躍し

ている。セミナーの詳細は、クラブ事務局にお

いてありますのでご覧ください。 

卓話 

地区会員増強維持委員会    瀧田和雄 様 

鴻巣水曜ロータリークラブの皆さん。お世話

になります。私は今年度地区会員増強維持委

員の岩槻中央ロータリークラブから出向しており

ます瀧田と申します。本日は会員増強の卓話に

お招きいただきありがとうございます。本日は皆

様と御一緒にこの問題について考えてまいりた

いと思いますのでよろしくご協力いただきますよ

うお願い申し上げます。 

貴クラブにおかれましても会員の維持・増強

につきましては多大なる関心をお持ちのことと

思います。それに向かって御努力なさっておら

れることと思います。 

会員増強の目的 

いまさら申しあげるまでもありませんが、会員

の増強の目的は大まかに分けますと次のとおり

であると考えます。先ず第1がクラブの存続であ

ります。現在の会員の平均年齢はすでに 60 歳

になんなんとしております。従って年齢の若い

人たちを増強してゆかねばどんどん平均年齢

が高くなってしまいます。言いかえればクラブの

高齢化であります。2 番目に大切なのはクラブ

が地域社会に対する奉仕活動であります。クラ

ブに若さと活力がなければ十分な奉仕活動も

できませんし、クラブの存在をアピールする事も

出来ません。3 番目には国際ロータリーが提唱

する様々なプログラムに参加する事が出来なく

なります。以上申し上げました 3 つの問題をクリ

アするためにはどうしても避けられない問題が

会員増強であります。 

世界のロータリーの現状 

それでは現在の世界のロータリーはどのよう

になっているでしょうか。 2011年 3月の会員数

は 1,217,668 人、クラブ数は 34,049 で、平均会

員数は 35.8人でした。 （10年前の数字は、 

1,096,328人、26,570クラブ平均 41人） 世界で

最も目覚ましい発展をしているのが韓国とインド

それにフィリピンであります。これらの国はクラブ

拡大・会員増強共に大変な实績をあげておりま

す。 どちらかと言えばこれらの国は発展途上国

でありますが、韓国・インドは既に先進国に数え

られるかと思います。 経済先進国ではドイツ・イ

タリア・フランスなどが頑張っております。残念で

はありますが、アメリカをはじめイギリス・日本な

どの先進国の減少が目立っております。  
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日本のロータリーの現状 

それでは現在の日本のロ

ータリーはどのようになって

いるでしょうか。 同じように

2011年4月の日本の状態は

会員数 90,269 人、クラブ数

2,301、クラブ平均 39.2 人で

した。（10年前 122,675人、2,291クラブ平均 53

人） このように会員が減少してきたのには様々

な要因があると思います。経済的問題・社会的

問題等様々な要因が考えられますが、 最近頓

に問題視されているのが入会 3年から 5年未満

の退会者であります。退会者全体の 30％を超

えるに至りました。 折角、皆様の努力でロータ

リークラブに入会して頂いても、数年で去って

行ってしまっては折角の努力が水泡と化してし

まいます。  

この問題は後ほど取り上げたいと思います。  

何故会員増強を？ 

さて、これから皆さんとご一緒に会員増強を

实践するための気持ちの持ち方について考え

てみましょう。 会員増強の視線を少し違う方向

から考えてみましょう。  

先ほど、私どもは何故会員増強をしなければ

ならないかを申しあげました。１）クラブの存続、

２）地域社会への奉仕、３）RI の提唱するプログ

ラムへの参加を申しあげました。 

しかし、私どもはロータリアンであります。ロー

タリアンの基本理念は『奉仕の理想』であります。

私どもロータリアンは『奉仕の理想』という、言い

かえれば『奉仕の心』なくしては存在はありえま

せん。他人を思いやる心を大切にしなければな

りません。そして新しい会員に『奉仕の理想』を

实践して頂くようにお伝えいただきたいと思いま

す。ロータリーの先人はこの様に言っておられ

ます。『ロータリーが必要のない世界が来るま

で』 

会員増強实践の手法 

会員の増強は決して他人事ではありません。

クラブの会員全員の仕事なのです。言いかえれ

ば自分の責任であります。 『自分が拘わらなく

ても誰かがやってくれるだろう』というのは人任

せであります。 それよりも『ロータリーに入会し

たら沢山良いことがありますよ』と言ってみてくだ

さい。 皆さんがロータリーライフをこんなにも楽

しんでおられるのですから、自信を持って仰っ

ていただけませんか。 『一緒にロータリーを楽

しみませんか』と。  

もう一度、視点を変えてみましょう。 皆さんが

御自身の伴侶を得られたときになさった行動を

思い起こしてみてください。 奥様を口説いたと

きどんな手法で成功なさいましたか？ 『ロータ

リーに入会しませんか』という言葉は言いかえれ

ば『あなたが好きです』と同じ言葉ではないでし

ょうか。 ご存じの通り人は様々であります。相手

によって色々な方がおられます。 ケースバイケ

ースで対応してみては如何でしょうか。 

会員拡大は誰の為？ 

皆さんは会員拡大の目的はどうお考えでしょ

うか。無論、これまで何度も申し上げてまいりま

したが、 クラブの存続、地域社会への奉仕、ＲＩ

プログラムへの参加等が考えられます。 しかし、

考えてみましょう。相手を説得するということは

先ず自分を磨かなければ相手の方はこちらに 

目を向けてくれません。そうです。先ず自分を

磨きましょう。 

自分に影響力がなければ人は動いてくれま

せん。自分を磨かなければ、人は目を向けてく

れません。相手を想う気持ちがなければ、心は

伝わりません。そうです。自分を成長させてくれ

るのです。 

自信を持って勧誘できるクラブ 

最も大切なのが御自分のクラブの問題であり

ます。 新しい会員を誘おうとしたとき、自信を持

って勧誘出来るかどうか考えてみましょう。 『わ

がクラブはこんなに良いクラブです。自信を持っ

て入会をお勧めします』と言えるクラブでなけれ

ば 折角入会して頂いても、すぐ去ってしまうか
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もしれません。  

例会プログラムの充实 

最近のクラブにおけるプログラム委員会の予

算はどのようになっているのでしょうか。そしてプ

ログラム委員会が毎月の例会を計画するに当

たり、どれだけの予算を計上し充实した外部者

をお呼びする事に努力をなさっておられるでし

ょうか。大会防止の最大の武器は例会プログラ

ムの充实であります。充实した、感動的な卓話

は会員の満足度を満たす最高の条件でありま

す。特に内部卓話を指名された会員は数ヶ月

前からその準備をされます。何故なら心からの

感動を与える卓話にはそれくらいの準備が必要

なのであります。もし予算が計上できない場合

は、2～3 クラブが協議して合同例会などを計画

なさってはいかがでしょうか。 

私がロータリアンを続けている理由 

私の一番好きな言葉は『出会いを大切に』と

いう言葉であります。私はクラブに入会して未だ

17 年目でありますが、ロータリーを続けてこられ

た最大の理由は多くのロータリアンとの出会い

であります。そしてロータリーでなくては出会え

なかった多くの偉大な先人たちとの出会いがあ

りました。そして少しではありますが社会に奉仕

するという喜びを味わうことが出来ました。また、

ほんのちょっぴりですが奉仕哲学を学ぶことが

出来ました。今日もまた、こうして多くの会員の

皆様とお会いする事が出来ました。私はいまと

ても幸せであります。皆様、どうかこうしたロータ

リーでなければ味わえない幸せと感動を皆様に

隣の人に勧めてみてください。必ずや賛同して

頂けるはずです。 

会員 2770名に向かって 

最後になりますが、皆さんご存じの通り 2年後

に田中作次元ＲＩ理事が国際ロータリー会長に

就任されます。私ども 2770 地区のみならず、日

本のロータリーの大変名誉なことであります。私

どもはどのような支援をしてゆけばよいか考えな

ければなりません。三国ガバナーは今年度会

員増強目標を 2770 名と提唱されました。 是非

この目的に向かってご協力を心からお願い申し

上げます。この目標に向かって私ども会員増強

維持委員会は皆様のクラブに 出来るだけの支

援をさせていただきます。どうか委員会に声を

かけてください。  

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 8 月 10 日 8 月 3 日 7 月 20 日 

 922 回 921 回 919 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 18 20 17 

欠 席 数 13 11 14 

例会出席率 58.06％ 64.52% 54.84% 

Ｍ Ｕ 数 5 5 4 

合計出席数 23 25 21 

出 席 率 74.19％ 80.65％ 67.74％ 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 
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前回までの合計 78,000 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 103,000 円  

 

編集後記 

サッカー日韓戦、ここまで来たかと思わせる

すばらしい戦いでした。ゴール前を切り裂く力

がでてきた、“ヤマトジャパン”。       （SI） 

 

 

8月 17日(水)ふるさとの杜除草作業 

AM8時～ 

 

 

 

 

 

 

お実様スマイル 

瀧田和雄様・・・卓話にお招き頂きありがとうございます。少

しでもお役に立てられたら思います。宜しく

お願いします。 

個人スマイル  

馬場知行会員・・・無事、薬師縁日が終わりました。 

間室照雄会員・・・おかげさまでギックリ腰も良くなりました。

ご心配ありがとうございます。 

小林玲子会員・・・７月度クラブ会報及び松本年度のクラブ

会報がすべて出そろいました。皆様読んで

下さい。 

スマイル 1  地区会員増強維持委員会、瀧田和雄様いらっ

しゃいませ。卓話宜しくお願いします。 

紀陸一夫会員・津田健三会員・井田喜代志会員・竹内 廣

会員・寺澤銀三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・長谷川

信子会員・加藤 勉会員・間室照雄会員・加藤文男会員・井

上脩士会員・仁見惠美子会員・宮坂良介会員 

スマイル 2  地区交換留学生、津田育穂さん 気をつけて

いってらっしゃい！ 

津田健三会員・竹内 廣会員・宮城 仁会員・間室照雄会員 

松本安永会員・石井英男会員・長谷川信子会員・仁見恵美

子会員 
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PM4時～ 
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今後の活動予定 

 

8月17日 

（水） 

法定休会 

上谷公園 草刈り 

8月24日 

（水） 

第 923回移動例会 鴻巣 CC 

卓話  津田会員 

8月31日 

（水） 

第 924回移動例会 

ガーデンバーベキュー さにべる 

9月 7日 

（水） 

第 925回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

9月 

10.11.12日 

第 926回移動例会 

親睦旅行 岩手 花巻祭り 

9月14日 

（水） 
振替休会 

9月21日 

（水） 

第 927回通常例会 

外来卓話 地区広報部門 

9月28日 

（水） 

第 928回移動例会 

座禅例会  宝持寺 

クラブ会報委員会 

委員長  小林玲子     副委員長  井上脩士 

委  員 柿沼洋一 間室照雄 山口光男 小林功 


