
２０１５年１０月８日第２４９５回
□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□食 事：洋食の日

□会員数：３５名 □出席者：２３名

□欠席者： １名 □免除者： ３名

□メイク： ８名 □出席率：９３．９４％

□配偶者誕生日…金澤

□結婚記念日 …市川

□事業所創立 …市川

□特別スマイル

・公式訪問、プレ公式訪問が10月2日尾道クラブを

最後に無事全クラブが終わりました。皆様の御協

力ありがとうございました。 （市川重雄）

幹事 井上 盛文

・公式訪問御礼 ガバナー 東 良輝

・公式訪問・プレ公式訪問御礼

Ｇ９ガバナー補佐 市川重雄

・Ｇ９ロータリー財団勉強会ご案内

日 時 平成27年11月9日(月)14時～17時

場 所 大広苑

出席者 会長、会長エレクト

次年度財団委員長(未定の場合現委員長）

登録料 1,000円/一人

・2016-17年度ガバナー補佐について

ガバナーエレクト 田原榮一

Ｇ9尾道ＲＣ 安保雅文（あぼ まさふみ）様

・竹原市暴力団追放市民総決起集会及び街頭パレー

ドの参加について 10月17日(土)9:30より

・本日18時より大広苑に於いて会員研修会開催

・次週15日は月見例会を黒浜に於いて開催

・22日は休会です。

会長 久藤 孝仁

先ずお知らせがございます。三好会員が明日退院を

されるそうです。日常生活のリハビリを行いながら

仕事にも早々に復帰されるそうです。1ヶ月以上の

入院でしたが、早く例会にも参加できるようにお祈

りいたします。

来週は月見例会です。会員間やロータリー家族の方々

との親睦が行われるのを楽しみにしております。親

睦委員会の皆様には宜しくお願いいたします。

その翌週の例会は休会になっております。24日25日

と地区大会、29日は地区大会の報告とプログラムが

組まれております。ご確認をお願いします。

本日の例会後、夜にも会員研修会を企画していただ

きました。会員組織委員会の方々よろしくお願い申

し上げます。また本日は会員組織委員会の担当例会

です。重ねて宜しくお願いいたします。

さて、先日のガバナーの卓話を受け「楽しい例会に

は異業種の友人であるロータリアンが例会前後に、

情報交換や友情を育む会話を行うことで充実した例

会が行えるので是非出席をしましょう」と言われた

ように感じました。会員間で出席についてお話しい

ただき100%出席を達成ができますようご協力をお願

いいたします。
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また、ロータリークラブが100年以上続いて活動し

ているのも定款を守り目標を高くグローバルに展

開しているからではないかと思います。定款細則

やロータリーの行動規範を改めて見つめ、今後の

活動や会員増強に皆さんと共に取り組んで行きま

しょう。

また、理事会や皆様のお知恵をお借りして長期計

画委員会開催も目標の一つとして、明日のまた5年

後、10年後の竹原ロータリークラブをどのように

展開して行くか話をして行けたらと考えておりま

す。

最後に、リハーサル月間も数えますと今年度も４ヶ

月が経とうとしております。各委員会の活動計画

の早めの実施を改めてお願いいたしまして本日の

会長の時間とします。宜しくお願いいたします。

会員 吉岡 一眞

先日は2710地区

の東ガバナーを迎

え、種々ご指導を

頂きました。

ガバナーは、その

信条と地区運営方

針として「ロータリーの原点に立ち戻り、輝かし

い未来を築こう」と言われております。また今年

度の委員会の努力目標として、会員組織委員会で

は会員増強として「各クラブ一名以上の増員」を、

現会員の維持として「退会防止対策、例会の充実、

会員増強委員会の強化」が挙げられています。

久藤会長も「基本に立ち戻り、親睦・研修を踏ま

え、エリア内での他の団体とのコミュニケーショ

ンと地域の中での認知度の向上を図りましょうと」

いわれております。

ところでロータリーはここ数年、特にアメリカ・

日本に於いて会員数を大幅に減らしてきました。

1996年(平成8年）の130,982名をピークに減員に転

じ、2015年(平成27年)1月の統計では89,125名と低

迷しております。日本の会員数は、現在ではイン

ドに越されて三番目となりました。因みに2710地

区では1998年(平成10年)4,282名をピークに年々減

少の一途を辿り、2013年(平成24年)には3,197名ま

でに減少しましたが、しかし現在各クラブの努力

のお蔭で今年8月3,332名まで回復の傾向を示して

おります。

大之木パストガバナーはかねてから「会員増強は

ロータリアンとクラブの強化から」と言われてお

ります。地道にロータリーの研修を積んだ会員と、

その会員からなるクラブほど会員増強における強

力な推進力はないことを強調されております。

ロータリークラブ定款第15条「目的の受諾と定款・

細則の順守」に示されているように、会員の義務

として「入会金・会費の納入」「例会の出席」

「ロータリーの友の購読」の三大義務と並んで

「委員会活動その他ロータリープログラムに参加

すること」ＩＭや地区大会を始め各委員会活動に

参加することと、「新会員を推薦すること」も会

員の義務であります。会員増強は会員個々の義務

であることを自覚してほしいと思います。

ところで一クラブ当りの会員数も大きく変わって

きました。現在10人以下のクラブが79で、1983年

(昭和58年)当時は10人以下は1でした。11人から20

人のクラブが386で、当時は22でした。反対に101

人以上のクラブは現在は26で当時は78でした。ク

ラブの適正規模がどれぐらいかはクラブの事情に

よって異なりますが、20人以下のクラブの割合が

当時の14倍になっていることは、これが今、日本

のロータリアン達が元気を失っている大きな理由

ではないでしょうか。会員数が10人20人といった

規模の小さいクラブでも素晴らしい活動をしてい

るクラブは沢山あります。一方では何かをやるに

も人手が足りない、資金が足りないという悩みを

抱えているクラブもあります。だからと言って10

人のクラブをいきなり20人30人にするのは難しい

と思います。

昨年12月は家族月間でした。竹原ＲＣも和やかで

賑やかな家族例会でした。ロータリーの奉仕活動

には配偶者や子供たち、孫たちが参加すれば10人

のクラブでも20人30人の人手を確保することが出

来ます。これがロータリー家族の考え方でありま

す。一つのクラブではできないことも、共に活動

すれば実現できることもあると思います。会員を

確保するためには、新しいアプローチとアイデア

をもって取り組まなければなりません。工夫次第

でロータリー活動を拡げ元気にすることが出来る

のではないでしょうか。

前ＲＩ会長のゲイリーホアンさんは「ロータリー

デーを開催して、ロータリーに光を与えようと各

地のロータリアンに呼びかけてきました。どのよ

うに実施するかは皆さん次第、丸一日かけても2,3

時間でも構いません。クラブや地域で、奉仕プロ

ジェクトでもお祭りでも、どんなイベントでも良

いのです。 地域に開かれ、ロータリー家族を受入

れ、楽しくさえあればそれがロータリーなのです。

ロータリーの目的はロータリーを光で輝かせるこ

とです。」と言われております。

「ロータリーの友」には毎月日本各地で世界各地

で開催されている「ロータリーデー」が紹介され

ています。是非参考にして私達も効果的なイベン

トが出来るよう検討して参りましょう。そしてイ

ベントがロータリーの認知活動と会員増強の手が

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか



かりになるよう頑張って参りましょう。私達は長

い間自分たちの素晴らしい活動を自己宣伝するの

は好ましくないと思っていました。黙って奉仕と

してその活動が自ずと語ってくれるのが最も良い

と考えていました。しかし、ロータリアンが自分

たちの活動について語らなければ、人々がその運

動を知ることはないと思います。ロータリーに輝

きを与え、私達が行っていることを人々に知って

もらう時です。一人一人が、又クラブがロータリー

を地域に知ってもらうよう積極的に努めて参りま

しょう。

ロータリークラブ定款第7条会員身分に「本クラブ

は善良な成人であって職業上及び地域社会に於い

て良い世評を受けている者によって構成されるも

のとする」とあります。

ポール・ハリスさんは「ロータリーの会員になる

ということは、ロータリーの理想と規範を自分と

同じ職業に従事する人たちに理解させ受入れる努

力をしなければならない」と言っています。

皆さんは、それぞれの職場・地域で立派なリーダー

として活躍されておられる方々です。自信と誇り

をもってご活躍されることを期待しています。

皆なで力を合わせて、竹原ＲＣを更に強いＲＣに、

魅力のあるＲＣに向けて頑張って参りましょう。

会員増強委員会

委員長 本庄 純夫

会員増強について述

べさせて頂きます。

先日皆様にお配りし

た新入会員推薦書は

現在6名の方がご提出下さいました。誠に有難うご

ざいます。他の方も心当たりをご紹介下さい。宜

しくお願い致します。

さて、会員増強拡大はクラブ存続の最優先課題で

あり永遠のテーマです。ＲＩでも以前から最優先

課題の一つとして強調していますが、近年アメリ

カ、日本でも会員数が減少傾向にあることはご承

知の通りです。かつて会員数は13万人を超え、世

界第二位であった日本のロータリアンも今は8万9

千人台、当クラブもピーク時は55人、今は35人で

す。日本全体、地区、各クラブ共に減少し続けて

います。しかし会員増強は自分たちの為であり、

地域社会の為でもありますので、会員全員が奉仕

活動の一環として取組み、新会員の発掘と勧誘に

一層の努力を重ねていかなければなりません。

会員減少の主な要因は、

①不透明な経済環境

②転勤、高齢、病気

③ロータリーの魅力の減退

出席規定・職業分類の緩和

職業奉仕が軽んじられてきた

④ロータリー財団があまりにも大きなプロジェク

トを立ち上げた為、財団が高額な寄付を要求し

てくる（決議23-34）

⑤若い人たちのニースが多様化しクラブに魅力

を感じないようになった

⑥ロータリーの理解が進まない

⑦会費の件

⑧パワハラ

等の要因が考えられますが、これらの要因の中で

最優先で取り組まなければならない課題はロータ

リーの魅力の減退、つまりクラブの魅力をどのよ

うに回復していくかということではないでしょう

か。クラブの魅力を回復するには、次のように言

われております。

“クラブの魅力は外部の人に対する対外的魅力と

クラブ会員対する対内的魅力に大別できる。社会

奉仕の業績はクラブの対外的魅力を高め、会員増

強に繋がる。一方職業奉仕を中心としたクラブ会

員の研鑚は会員に対する対内的魅力を増し、退会

防止に役立つと同時に会員の社会的信用や名声を

高め、無言の広報になるでしょう。しかしロータ

リーが意外なほど知られていない現状から地域社

会に対する日頃の地道なクラブレベルの広報活動

がロータリーの生き残りに繋がると思われる。”

これは2006年10月号ロータリーの友で2005～2007

年度ＲＩ理事高崎北ＲＣ重田政信様がＣＬＰにつ

いて述べられている文章の中にあります。このよ

うにして、クラブを教化し、クラブの魅力を回復

していくことが出来れば会員減少の要因は解消し、

クラブが活性化し会員増強へ繋がっていきます。

9月24日東ガバナーの公式訪問が行われました。

東ガバナーはロータリークラブは友人の集まりで

あり、親睦と奉仕が主目的であると述べておられ

ました。親睦の中から奉仕が生まれる。このこと

を再認識して頂いて、地域社会に存在感を示せる

明るく楽しい風通しの良いロータリークラブを目

指さなければなりません。新会員は地域社会にい

るはずです。会員増強活動に御協力の程よろしく

お願い致します。
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１１月２３日（月）

聖恵文化祭でボランティアを行います

お手伝いのご参加お願い致します



２０１５年１０月１５日第２４９６回

月見例会 於：黒浜１８時３０分
□点 鐘

□ソング：奉仕の理想

□会員数：３５名 □出席者：２５名

□欠席者： ３名 □免除者： ３名

□メイク： ４名 □出席率：９０．６％

□出席者 会員２５名 配偶者家族９名

事務局 計３５名

会長 久藤 孝仁

本日は月見例会です。開催にあたり尾野親睦委員

長には開催の企画等ご苦労様でございました。ま

た、会員の送迎には中川会員にご無理申し上げま

した。ありがとうございました。本日の会議に必

要なマイク設備は、土居会員の計らいでご用意い

ただきました。毎年、月見例会には市川会員から

お団子の提供をいただき感謝申し上げます。会場

になります「黒浜」の本庄会員にはお忙しい所を

ありがとうございました。ロータリー家族共々本

日はゆっくりと歓談していただき、ロータリーを

語っていただけたらと思っております。時間の許

す限りごゆっくりお過ごし下さい。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


