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■ 点  鐘       春日 賢二 副会長 

■ 国歌斉唱      「君が代」 

■ ロータリーソング  「奉仕の理想」 

■ 唱  和       「四つのテスト」 

 

ソングリーダー   貝嶋 政治  君 

■ 来訪ロータリアンの紹介 

澤田 善吉 様 

 

■ 会長挨拶    春日 賢二 副会長 代読 

 

会長報告をお預かりしておりますので、代

読させて頂きます。皆様こんばんは。ここ数

日、釧路地方にコロナの感染数が多くなっ

てまいりました。本日出席の皆様、十分な感

染対策の上ご出席いただきありがとうござ

います。２６日例会の葭本会場監督「ロータ

リーの歴史を学ぶ」卓話ありがとうござい

ました。古いロータリーの歴史を感心して

聞いておりました。今日は会員増強委員会

担当の「みんなで考えよう会員増強」例会で

す。私なりに考えて、ロータリーの組織にお

いて会員増強は大事なポジションだと思い

ます。しかし中々手ごわい所です。先ずは自

２０２２－２０２３年度 第５回（通算第１１５０回） 

プログラム『みんなで考えよう会員増強例会』【担当】会員増強委員会 

■日時：令和４年８月２日（火）18時 30分～ ■例会場：ANA クラウンプラザホテル釧路 

【会長】濱田 聖子 【副会長】春日 賢二 【幹事】千葉 潔 【副幹事】遠藤 若枝 
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分がロータリークラブを大好きになり、熱

くなることが第一だと思います。そして入

会者をアタックしたい方の条件を私なりに

作ってみました。 

１、健康であること（男女、年齢、問わず） 

１、時間に融通が利き、例会に参加できるか 

１、年会費がスムーズに払えるか 

難しい条件が並びました。何人かに声をか

けていますがなかなか実らないのが現状で

す。努力はくじけずに続けてまいります。 

中村会員増強委員長よろしくお願いします。 

■ 幹事報告        千葉 潔  幹事 

 

①  8月のロータリーレートは 133円です 

② 10月 8日、9日に開催されます地区大会

の出席確認をさせて頂きます。皆様のパ

ーソナルボックス内にご案内文を投函して

おります。宿泊予約の都合上締め切り確

認を 8月 23日しております貝島の皆様宜

しくお願い致します。 

③本日例会終了後理事役員会を行います。

理事役員の皆様、宜しくお願い致します。 

                

■ 各種記念日の紹介（親睦活動委員会） 

【入会記念日】 

植原 元晴君 平成１１年８月３日（２３年目） 

平野 知子君 令和３年８月３日（１年目） 

 

【誕生祝】 

中村 昭彦君 昭和４２年８月３日（５５歳） 

 

【結婚祝い】  

該当者はありません 

 

☆ 本日のニコニコ献金    ￥26，000 

累計   ¥１４２，000 

☆ 本日の小銭献金          ¥400 

累計        ¥967 

【中村委員長頑張ってください】 千葉潔君、 

池田圭樹君、後藤義信君、森圭一郎君、伊藤広樹君、

貝嶋政治君、葭本正美君、漆崎隆君 

【今日は卓話頑張ります】 遠藤若枝君 

【今日からよろしくお願いします】 倉重義衛君 

【入会してからあっという間の１年でした。今日

はよろしくお願いします】 平野知子君 

【森さんはロータリーが生活の一部です】 

春日賢二君 
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【今日はよろしくお願いします。伊藤さん、森さん、

遠藤さん、平野さん、宜しくお願いします】 

中村昭彦君 

 

本日のプログラム 

【みんなで考えよう会員増強例会】 

担当 会員増強委員会 

●会員増強委員長 中村 昭彦君 

  

会員増強委員会 委員長の中村です。今

日は「みんなで考えよう会員増強」の題名を

いただき、当初はグループディスカッショ

ンを考えましたが、コロナが釧路でも増加

傾向の状況ですので、4 名の会員の方に会

員増強に繋がる卓話をお願いしました。入

会して 1 年余りの平野会員と遠藤会員、中

堅の森会員、そしてチャーターメンバーの

一人であります伊藤会員にお願いしました。 

平野会員と遠藤会員にはロータリーに入る

前と入った後の印象の違いを含めた卓話を、

森会員にはベイロータリークラブのアピー

ルポイントを含めた卓話を、また伊藤会員

にはべーロータリークラブの歴史も含めた

卓話をお願いしました。今後の会員増強、退

会防止に繋がるよう傾聴したいと思います。

入会する理由の優先順位は人によって若干

異なりますが、一般的には 3 つの事を求め

ています。「地元での社会奉仕」「人と人との

つながり」「職業人としての成長やリーダー

シップ育成の機会」です。しかし、入会する

全ての人に当てはまるとは限りません。今

回の卓話から会員が何を求めているのかを

探る一助になればとも考えます。それでは、

よろしくお願いいたします。 

 

●卓話 平野 知子君 

  

皆さん、こんばんは。本日は貴重なお時間

をいただきありがとうございます。今日は

ロータリーに入って良かった事とロータリ

ーに入会前と入会後のイメージについてお

話しさせていただきます。私がこの釧路ベ

イロータリークラブ入会してからちょうど

１年が経ちました。私が中学生のころから

父がロータリークラブに入会しており、昔

の記憶をたどると野遊会でジンギスカンを

食べた事やクリスマス例会でプレゼントを

もらったというざっくりとした記憶と家や

診療所にロータリーのマークの入った色々

な物があり、全て自分で買っていたという

ことを入会後に知りました。株式会社育成

の代表取締役に就任し、春日さんから「これ

でいつでもロータリーに入会できるね」と

言われていましたが、私にはロータリーは

無理だと考えていましたが、父の葬儀も終

わり少しずつ落ち着いてきた頃、今までず

っと父と一緒にロータリーに参加していた
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母が、「もうロータリーにも参加できないん

だ」と言いました。この言葉を聞き、私がロ

ータリーに入会したら引き続き母も参加で

きるのではないか、きっと父もずっとロー

タリアンだったので喜んでくれるかなと考

えました。私に務まるだろうかとずっと不

安もありましたが、これも父がつないでく

れたご縁だと思い、入会したい旨を伝えて、

現在に至ります。入会してすぐ職場訪問例

会で濱田会長の中園第一を訪問して、その

後間もなく地区大会があり、この地区大会

は地区幹事として父がやり遂げたかった最

大の行事だったと思います。私は何もわか

らないままお手伝いさせていただきました。

釧路ベイロータリークラブは少人数ながら

地区大会を成功させたことは素晴らしい事

だったと後々理解しました。一年を通して

例会にも全て出席する事はできませんでし

たが、ガバナーの公式訪問にも参加させて

いただき、他クラブについても知ることが

できました。先週家庭集会に参加し、初めて

参加した時に母から家庭集会は昔は自宅で

やった時に準備が大変だったという話を聞

きました。父が元気であれば今私がこの釧

路ベイロータリークラブに入会できていま

せんでしたが、もっと色々とロータリーク

ラブについて父から話を聞きたかったなと

思いました。父が亡くなった事は悲しい事

でしたが、私にとって沢山の方と知り合う

きっかけになりました。入会時に森直前会

長からオリエンテーションを受け、五大奉

仕について、ロータリーの目的や基本的な

事を教えていただきましたが、最初はガバ

ナーやパストガバナーといった役職等どう

いう意味なんだろうと思った事も沢山あり、

全てが「はてな」から始まっていましたが、

少しずつ理解していきました。こうして卓

話でお話しさせてもらうにあたり色々調べ

たり、何を話そうか考え、組み立て、人前で

話をする事も勉強になります。今後もまだ

まだ分からない事が沢山あり、皆様に聞き

ながらロータリークラブで様々な事を学ん

でいきたいと思いますので、ご指導のほど

よろしくお願い致します。 

 

●卓話 遠藤 若枝君 

  

皆様、こんばんは。今日は卓話という事で

すので、どうぞよろしくお願い致します。今

回は、入会前、入会後のロータリーの印象の

お話をさせて頂きます。私はご存知の通り、

主人がベイロータリークラブにお世話にな

っていましたので、その影響により野遊会

の準備のお手伝いを春日さんに教えて頂き

ながらさせて頂きました。その時はただ物

を用意するだけではなく来ていただいたお

客様にどうやって喜んでもらうか、どんな

物を用意したらスムーズに進んでいくかを

常に考えながら準備していくという事を教

えてもらいました。最初は、ここまでするの

か、しなくてはいけないのかとビックリす

る事もありましたが、ロータリーとはこう

いう所なのか、大変だなと客観的にみてい

たように思います。入会前はそのくらいの

印象でした。一年前に入会した後の印象は
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といいますと今でもそうですが、ロータリ

ーで使われている言葉がカタカナが多くて

理解できない事です。戸惑う事も多く、お話

をしてくださる内容が理解できなかったり、

覚えられなかったりする事がほとんどでし

た。最初の頃は、ただ食事に来ているだけか

しらと思うこともありました。カテゴリー

A、カテゴリーB もわからず、「何なの？」

と聞いて教えてもらった事もありました。

そんな私が副幹事をさせて頂いたのですか

ら毎回ドキドキの繰り返しです。新しい言

葉もどんどん出てきて、まだまだ緊張感は

続きます。池田さんがよく私に「たかがロー

タリー、されどロータリーだよお母さん」と

いいます。その言葉を理解するまでといっ

たら、いつまでかかるか見当もつきません。

これからは、解らない事があったら周りの

方に教えて頂こうと思います。皆様よろし

くお願いいたします。そして来年の今頃は、

少し理解できるようになってきたと言える

自分になれるよう頑張りたいと思います。

以上で終わります。 

 

●卓話 森 圭一郎君 

  

皆さんこんばんは。本日は中村委員長よ

りご指名をいただき、久しぶりの卓話をさ

せていただきますので宜しくお願い致しま

す。会員増強という事ですが、私が入会し

てからの部分を織り交ぜながらお話をさせ

ていただきますが、ベイクラブ創立時は親

クラブである釧路北 RC さんから 15 名、

釧路西 RC さんから５名、新入会員 19 名

の合計３９名のチャーターメンバーで創立

されました。その後は最大で５０名以上ま

で会員が増えておりましたが、一番会員数

が少なかった２０１２‐２０１３年度にお

いては１９名まで減少しており、私はその

年度の下期にもう一名の新入会員と共に入

会し、その後にもう一名入会をして最終的

に２２名になりました。今現在ベイクラブ

は２１名ですが、私が入会する前から所属

している会員が１０名で、私が入会して以

降の会員が１０名と、私が所属してからの

９年間で半分の会員が入れ替わっておりま

す。会員増強が必要不可欠な理由は皆さん

ご承知の通りだと思いますが、釧路市内だ

けでもこのロータリークラブを始め、その

他諸団体等も含めると多くの団体があり、

その中でどの団体も虎視眈々と会員増強を

目論んでおります。私は３９歳で入会しま

したが、その時はまだ青年会議所が１年残

っており、両方に所属しながらの活動でし

たが、スポンサーである渡辺会員のバック

アップもあって濃密な１年間を乗り越える

事が出来ました。その時の楽しかった活動

が今日の活動に繋がっているのではないか

と思います。葭本ガバナー年度、漆崎ガバ

ナー年度も、クラブとしては大変大きな年

度でしたが、他のクラブでは中々出来ない

ことを２０名前後の会員で支えていけたこ

とは私自身も改めてベイクラブの一員で良

かったと改めて思うところでございます。

その想いを、まだ見ぬ新しい仲間と共有し

たいと、常日頃思っているわけではありま
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すが、会員増強は簡単にはいかないのも事

実です。仕事上のお付き合い、縁故関係、

他団体で一緒に活動している方等、またタ

ーゲットに定めた方が既に複数の団体から

も狙われている等、中々一筋縄ではいきま

せん。新入会員候補者がいる場合は、クラ

ブでその方の情報を共有しながら、ひとり

で勧誘するのではなく、複数で勧誘するの

も一つかと思います。新入会員が入会する

ことで、その方から得られる情報等はクラ

ブにとっての活性化にも繋がり、固定観念

の打破にも繋がり、クラブ内に新しい風が

吹きますので、中村委員長を中心に今年度

も一人でも多くの新しい仲間を増強してい

きたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。 

 

●卓話 伊藤 広樹君 

  

会員増強理事委員長の中村昭彦君より本

日の卓話を依頼された時、会員増強に関わ

る成功例を持ち合わせていないので、卓話

をするような立場ではないとお話ししたの

ですが、それでも良いという事なので少し

時間ですがお付き合いのほどお願い致しま

す。 

１， 自身の入会経緯 

１９９７年２月自分は当時の顧客であり親

しい大先輩からの紹介で釧路北 RC に 

入会、その頃は保険会社の支店長を退職し

て 1 年目で新しい人と知り合い、営業の範

囲をどんどん広げようと思っている時代で

した。釧路北 RC は当時 90 名程いて、オリ

エンテーションで印象に残っているのは、

ロータリーの目的である、知り合いを広め、

職業上の高い倫理を保ち、職業を高潔なも

のにする事で常に、自分を律して仕事をし

ていこう！とおもいました。5 月には釧路

ベイ RC が創立されスポンサーと共に移籍

しました。 

２、 入会後の活動 

釧路ベイ RC 設立時は、スポンサーとなる

釧路北 RC・釧路西 RC の方々が創立会員と

なる１９名の新入会員を集めて、移籍組と

３９名でスタートしてその後も会員増強に 

努めて一時は５０名を超えるクラブとなり

ました。その後、少しずつ減少して２３名前

後が続いております。自分の利害関係があ

り、月に何度かあう税理士・社会保険労務

士・弁護士等の方々には何度も声掛けを行

ってきました。結果的には皆さん大きなク

ラブに入会されており、力不足を痛感して

おります。紹介者があまり考えすぎるのは、

いかがなものかと思う事が多いのですが、

ベイ RC に入会するには、ある程度大人の

条件が揃った人。 

＊会としての組織構成が理解出来ること 

＊即戦力として、実践しながら学んで行く

ので寛容で素直の方 

＊世界奉仕・社会奉仕・地域奉仕の気持ちが

あり、ある程度収入がある事 

＊前向きで、楽しみを見つけて行動できる

方 

＊自分自身、前向きに学ぶ事が好きで向上

心のある方 等々 と思ってしまいます。 
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最大の弱点は、会員獲得の話をしていない 

事です。やはり、出会いの機会があるごとに

ロータリーの事を話題にすることが中々出

来ていないのが実情です。日常、仕事の時は

ロータリーの意識は無く 勧誘の事を意識

する事は無い状態です。増強の為には、３・

４人のチームでターゲットを意識して集中

的に話す機会を増やして見るなど、工夫が

必要に感じます。会員増強理事委員長 1 人

では、中々取り組む事が難しく、何かの取組

が必要です。ここ数年はコロナ禍で新しい

方々に会う機会が激減していますし、会う

機会があってもなるべく短時間で必要最小

限の会話となっているのも、一因ですし活

動も制限されている現実もあると思います。  

 

        

釧路ベイロータリークラブ出席委員会 

在 籍 会 員 数 ２１名 賜 暇 / 免 除 欠席 / メイクアップ 出 席 率 

今 週 の 出 席 率 ２０名 名 / １名 ７名 / 名 ６５．０％ 

 日 修正出席率   名 名 / 名 名 / 名   ％ 
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