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第2441回 2016年10月19日例会報告
【出席報告】

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法
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・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 90.3%
本日は高橋AGがガバナー公式訪問のための事前訪
問にお見えです。例会終了後に、引き続いてクラブ協議
会を行いますので各委員長の方々は宜しくお願い致し
ます。 高橋AGには後程ご挨拶をいただきたいと思いま
す。
皆さま、先週は新入会員5名の承認を頂きましてありが
とうございました。11月からの入会となります。来週の例
会には事前体験ということで御招待しておりますので、そ
の際には紹介者及び周りの方々のお気使い等、宜しく
お願い致します。今回は大野増強委員長をはじめ会員
の方々に本当にお骨折り頂きました。改めまして御礼を
申し上げます。
私自身驚いているのですが、何故5名の増強ができた
のか・・・？ 先週ある一冊の本を手にいたしました。「成
功している人は、なぜ神社に行くのか」その内容は、（誰
も知らなかった「神社」の秘密がいま、あかされる）とあり
ます。今回大野増強委員長はその‘秘策‘を使われたの
かもしれません？ 自分の目的・課題によってどの神社
に行ったらよいか変わってきます。個人的なお願い事・
感謝などは、まず自分が住むご近所を守る鎮守の神社
と記載されていました。私も八街神社によりお参りしたい
と思います。折を見て大野増強委員長に卓話をいただ
ければ幸いです。 本日はありがとうございました。

会長 鎌形 芳法
手に手つないで

【ニコニコボックス】

◇本人誕生日 大畑 喜信会員
◇今日はお手やわらかに！

高橋 宏一ＡＧ
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【幹事報告】

幹事

生形 健一

【ガバナー補佐訪問にあたり】
第9分区ガバナー補佐 高橋 宏一

◎地区大会記念ゴルフ大会の御礼とご報告
◎受贈週報

八日市場ＲＣ

皆さんこんにちは。11月16日の青木ガバナーの公式
訪問を1か月後に控え、本日はガバナー補佐の私が事
前訪問として出席させていただいております。本日はよ

【地区大会表彰】

ろしくお願いたします。
本年度のジョンF．ジャームＲＩ会長及び青木ガバナー
の基本方針は、7月にお話しさせていただきました。クラ

ブの活動計画書にも記されておりますが、端的に申しま
すと、青木ガバナーは「元気なクラブ」、「元気な第2790
地 区」を、皆さんの英智と汗によって創設しましょうとい
うことでございます。
私達が取組むべき課題は、ロータリアンになって良

かったと 思うような魅力あるクラブの活動・運営、及び会
・米山記念奨学会メジャードナー 大畑喜信会員

員、特に入会後日の浅い会員へロータリー活動への理
解・関心を高め、仲間の退会を少なくすることに努める

・米山記念奨学会に対する創立記念特別寄付クラブ

ことだと思います。 皆さんには、会員純増目標「会員

・ポールハリスフェロー100%クラブ

数50名未満のクラブは最低１名、会員 数50名以上のク
ラブは２名以上」への 挑戦をガバナーから要請されて

【委員会報告】

おりますが、八街クラブは来月にはそれを達成できる見
込みですので大変喜ばしいことと思います。
規定審議会に基づくクラブ定款、およびクラブ細則の
改定、採択については、公式訪問の会長・幹事との懇
談会やクラブ協議会でガバナーからお話があるはずで
すので、今日は省かせていただきます。
第9分区情報研修会は、ガバナー補佐が主催し、12

11月20日（日）の産業まつりのバザー用品を
来週よりお願いします。
新品の物で、贈答品や引出物等汚れていない
きれいな品をお願いします。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。

月2日（金）に富里の「ラディソンホテル成田」で開催し、
研修会の運営は地区ロータリー研修委員会が担います。
12月初旬になると八街では落花生屋さんはじめ会員の
皆さんは最も忙しい時期となりますが、皆様には可能な
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限りご出席いただきますようお願いいたします。特に会 ＜職業奉仕委員会＞

委員長 大畑 喜信

員歴5年未満の会員には、地区からの要請でもありま
すのでぜひご出席をお願いいたします。
皆さんからのR財団への寄付の50％は3年後に地区
財団活動資金（ＤＤＦ）として地区に還元され、地区奉
仕活動補助金として使うことができます。また、米山記
念奨学生の地区割当人数は地区内の寄付額に基づ
いて決められます。今年度（2017年）はＲ財団が誕生
して創立100周年を迎えることになります。Ｒ財団一般
寄付＄150/人、及び米山記念奨学会 寄付￥15,000 ＜社会奉仕委員会＞

委員長 平野 雅敏

円/人の地区目標達成に皆様 のご協力をお願いしま
す。
本日は各委員会から簡単に活動計画の発表をいた

だ き 、 続 いて 会 員 増 強 ・ 退 会 防 止 に つ いて ク ラ ブ
フォーラムを開いていただきたいと思います。
尚ガバナーは事前に活動計画書と今日の私からの
報告に目を通して公式訪問に臨まれますので、その
時はおそらく活動計画の発表は求めません。皆様から

は活動の取り組み状況やその問題点等を質問形式で ＜国際奉仕委員会＞
意見をのべていただき、ガバナーからの所見、回答を

委員長 伊藤 嘉一

いただくようになります。もし2週間前の11月2日までに
質問事項を取りまとめて、私宛に提出していただけれ
ばガバナーに流しておくこともできますので、よろしく
お願いします。

クラブ協議会
司会：生形健一幹事

＜管理運営委員会＞

＜米山記念奨学会委員会＞

委員長 山本 和男
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委員長 原 弘行

＜会員増強・防止委員会＞

新しい会員を誘うにはロータリーの良いところを積極

委員 福田 守

的に話してください。会員になれば年齢差を超えて交
友関係が広がります。話題が豊富になり、常識が広がり
ます。毎日が朗らかになり健康につながります。ロータ
リーの仲間になれば几帳面にもなり仕事にもプラスに
なります。そのようなことを話して勧めていただきたいと
思います。八街では来月新しい会員が5人入会する予
定です。八街RCは平均年齢も成田より 5、6 歳高いと

＜会員増強・退会防止に対する所見＞
第9分区ガバナー補佐 高橋 宏一
会員増強について私の考えをいくつか述べさせて

思います。5人が入会されますと、地区内全クラブの平
均会員数になります。理想的には男女合わせて40人く
らいの会員数を目指したいものです。

いただきます。会員を増やすということは、とにかく現

入会した会員をなるべく退会しないようにする（退会

会員が行動を起こさなければ絶対に増えないと思いま

防止）ことは、新会員を誘う以上に必要なことだと言わ

す。頭の中で思っていても増強にはなりません。常に

れております。魅力のない例会、親睦活動、奉仕活動

新しい会員、できれば若い会員を迎える努力を怠らな

のマンネリ化、会員への情報提供不足、会員自身の意

いようにしたいものです。行動を起こさなければ、会員

識の欠如などが理由で、会員は自然減少していきます。

の高齢化や体調不良等で会員数は自然減少していき

退会防止にはまず充実した例会を開くのが一番だと思

ます。第一には会員の皆さんが足で稼ぐしかないので

います。会員の皆様は、高い会費を払い、忙しい仕事

す。自分がお付き合いをしている友人、取引先等に対

の時間を割いて出席しているのです。ロータリーは毎

して常に入会を働きかけてください。親睦活動、奉仕

週例会を開くこと、会員が例会に出席することが基本で

活動に積極的に参加できそうな人にお声をかけてくだ

あり、会員は例会に何かを期待して出席しているので

さい。

すから、例会で何も得るものがなければ、ロータリーの

ロータリーに限らず、業界の役員、地域の役員でも

魅力はなくなります。例会は時間通りに行われているか。

同じことが言えると思いますが、あの人は時間的に余

プログラムが事前に決まっているか。卓話は興味深い

裕がありそうだし、暇そうだからという人は、一般的に

内容か。それらを考慮して例会の充実を図りたいと思

は会員に誘っても長続きしない傾向があります。暇を

います。ロータリーは異業種の会員、年齢差を越えて

持て余している人は概して仲間に入ってもらっても、す

お付き合いのできる団体です。充実した例会の開催に

べての活動参加に積極性がなく、出席率も悪いので

努めていただければ、みな例会を楽しみに来てくれま

す。逆に忙しい人は、忙しいなりにうまく時間を調整し

す。できれば前の週に次回の例会を予告する。充実し

物事をこなしていきます。時間は作られるもの、生み出

た例会をやっているところは会員が減らないように感じ

すものなのです。目の前に大きく時間が広がると時間

ます。

は無駄に使ってしまい、結果何もやっていなかったと

大変でしょうが会員増強・退会防止はどのクラブでも

いうことが多いのです。そのようなことで、私は忙しそう

最重要な課題です。皆さんと一緒に頑張っていきたい

な人を会員に推薦する方が入会の可能性も高いし、

と思います。よろしくお願いします。
今日はご苦労様でした。

入会してからの活動も素晴らしい人が多いと思っています。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一
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