
 

 

 

 

 第第第第 19191919 回回回回        例例例例    会会会会    報報報報    告告告告        2015.11.202015.11.202015.11.202015.11.20        通算通算通算通算 1111609609609609 回回回回    

    

    

 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘         福井副会長 

    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 前田 裕治会員 

 

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    伊東 良孝会員  Ｓ23. 11. 24（67歳） 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        福井副会長福井副会長福井副会長福井副会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日は、長井会長が出張とい

う事で欠席という事です。 

 

 

 

 

 

 

佐野さんからこの件を連絡いただきましたが、その

佐野さんも来ていないので欠席のようです。 

寒くなってきましたので、風邪をひかないように、

例会に出席を心がけて下さい 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    12月例会プログラムのご案内をご確認ください。 

****    2016 国際ロータリー年次大会参加のご案内が届

いております。 

****    2500地区青少年委員会より「青少年委員会活動ア

ンケート」の依頼が届いております。 

****    釧路北ローターアクトクラブより桜植樹募金活動

のご案内及びクリスマス例会のご案内が届いてお

ります。 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 伊東 良孝会員  誕生祝として 

 福井 克美会員  地区大会で表彰を受けました 

 

 

 

 



・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告    」」」」    夜間夜間夜間夜間例会例会例会例会    

                                                                    担当担当担当担当    クラブ運営クラブ運営クラブ運営クラブ運営委員会委員会委員会委員会    

◆Ａグループ◆Ａグループ◆Ａグループ◆Ａグループ    澤山会員澤山会員澤山会員澤山会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 12 日（木）に行われました家庭集会Ａグルー

プの発表をさせていただきます。Ａグループは佐野

会員が座長を担当し、11 月 12 日（木）18 時 30 分

より長井会長、長倉会員、長江会員、木内会員、上

川原会員、前田会員と私、澤山の7名の出席で、会

場は「鴨とり権兵衛」でとりおこないました。議題

は 2 点、一つ目は「会員増強について」、二つ目は

「例会出席の義務と出席率向上」について出席メン

バーの皆様から意見をいただきました。まず一つ目

の議題でありますが、 

① ロータリーを理解してくれている方にアタック

する。（ＯＢや経験者のご家族等） 

② ゴルフや麻雀等の親睦例会にゲストとして参加

してもらい入会につなげる。 

③ ロータリーに入会していない企業の方にゲスト

講話をしていただき、ロータリーの雰囲気を感

じてもらい、入会につなげる。 

④ 会員増強の意識を常に持ち、友人・知人に声掛

けを行っていく。 

⑤ 例会内容をゲストの参加でも楽しめる例会にす

る。 

⑥ 勧誘に際し、年会費の言い回しを年会費１８万

円と言わず、ひと月１万５千円と伝えた方が安

く感じ、入会しやすく感じるのではないか。 

等の意見が出ました。会員増強はクラブにとって、

また、ロータリーにとって永遠のテーマであると思

いますので、皆様から出た意見を実行し、声掛けを

行っていくことが大切であると思います。 

二つ目の議題に対しての意見は 

① 楽しめる例会内容にする（その季節、その時期

に旬なネタのゲストをお呼びし講話をしてもら

う） 

② 長期欠席の会員にはスポンサーから電話連絡等

をした中で、出づらくなっている中で出席して

もらえるよう、きっかけを作ってあげる。 

③ 例会の担当委員長、委員会メンバーから例会出

席のお願い電話をする。 

やはり、欠席が続いてしまうと出づらくなることも

あるので、周りから声掛けをしていくなどすること

が大切であると感じました。仕事が優先であること

は、言うまでもありませんが、私もそうですが、ロ

ータリーに入会してから時間の使い方を学ばせて

いただきました。出れないことを先に考えるのでは

なく、出席するためにはどうしたら良いかと考える

ことができるようになりました。今後も皆様に多く

お会いし、多くを学ばせていただけるよう努力して

いきますので、宜しくお願い致します。すべては自

分の意識からだと思っております。以上でＡグルー

プの発表を終了させていただきます。ご静聴有難う

ございました。 

 

◆Ｂグループ◆Ｂグループ◆Ｂグループ◆Ｂグループ    佐藤会員佐藤会員佐藤会員佐藤会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 17 日(火)18 時 30 分より栄町舟見ビル 2 階天

ぷらの彩（さい）にて 

グループ座長、長倉巨樹彦会員の司会進行で記録発

表者、指名により佐藤了が務めさせていただきます。

出席者は、和田会員・高橋会員・森江会員・工藤会

員・長倉会員・亀岡幹事・奈良会員・寺口会員・私

佐藤会員以上9名の出席でした。なお、長井会長は

仕事とのことで欠席でした。家庭集会の議題は 

① 会員増強 

② 例会出席の義務と出席率向上 

③ その他 

でした。長倉会員司会進行のもと、食事をしながら



の方が多く意見が出やすいとのことで乾杯・会食で

スタートしました。会員増強についてのテーマから、

テーブルに座った順番で発表していきましたが議

題①の会員増強と②の例会出席の義務と出席率向

上につきまして各会員が発表される中、共通の意見

またリンクした考えが出てきましたので、進行経過

の流れで発表していきます。寺口会員より、入会以

来例会には出ているが、新人なので会員増強の声掛

けはまだ取り組んではいないが、今後、声掛けはす

るよう心掛けるとのことで、同友会や商工会など他

の会と違い、ロータリークラブはすごいよねと言わ

れることがありますが、例会への出席が増えること

で段々とロータリークラブ用語がわかってきてい

ることは、今後の為大事だと思います。 

工藤会員より、会員増強の為の声掛けはしているが、

ロータリークラブやライオンズクラブに係りのな

い人に声を掛けたくても、私自身新しい友人が出来

ない年齢になってきて結び付けるのが難しくなっ

てきているとの事でした。年齢と共に友人が出来づ

らい、との意見には賛同者が多かったです。 

亀岡幹事より、家庭集会のテーマは毎回同じで、ま

た意見も答えも大体同じであり①の会員増強も②

の例会出席義務と出席率向上も同じ事で、会員増強

は大事な事だがもう一度見直す時期に来ていると

思う、仕事と同じで目的をはっきりしないと新入会

員勧誘は難しい、目的に対する貢献度や満足度など、

違う方向からテーマを見つけ会員増強につなげて

行かなければ、毎回同じ事との意見でした。司会の

長倉会員より、例会の数を少なくし会費の値下げを

するテストケースにより入会しやすくするなどや、

例会の食事をビュッフェ方式や、森江会員より例会

を月2回に減らしすべて夜間例会にしては、また亀

岡幹事より、白幡ガバナー補佐の意見として 20 人

クラスのクラブ合同の例会も考えて行かなければ

と、絆を深める事が退会防止につながれば、会員増

強と同じとの意見も出ていたとの事でした。 

和田会員より、自分自身会員増強はしたが現在、自

分の出席率が悪く声掛けが出来なくてと感じてい

るのが現状とのことで。司会の長倉会員より、和田

さんが出ているサークルに当クラブとの接点を設

けるのも一つかなとの提案も。高橋会員より、入会

出来そうな人は判るが南ロータリークラブはとに

かく押しが弱い、強引さも必要であり同時に南クラ

ブの良さも伝え、南クラブ全体でタッグを組む位で

勧誘しなければ他のクラブに取られてしまう、との

意見でした。奈良会員より、年齢の事が出ていたが、

年齢が上でも人の付き合いには幅が有るはずで、入

会後の人脈は出来る事など誘い方は色々あると思

うとの事でした。長倉会員より、入会勧誘に当たり、

この人と思う相手が中々つかまらない方もおり、ま

たニッカクラブの関係で二人の方に声掛けをして

いたが、その方は北クラブに入会され、自分との付

き合いもあるが他クラブ会員とのお付き合いの強

さによりお断りされたケースで、人間関係の濃さ・

薄さで優先順位をつけられ他クラブの勧誘で入会

されてしまったとの事でした。 

私、佐藤会員より、名簿作りや情報の共有・整理が

必要では。 

森江会員より、1会員が１人入会させれば倍になる、

またクラブ全体がぬるま湯に浸かっている感じで

意識づけが足りないと思うし団結が大事との意見

も。一回りしたところでフリートークに入り、長倉

会員より、根室西クラブには会員増強プロジェクト

があり専門の３人が活動し成果を上げているとの

事、工藤会員よりの提案で、声掛けしたい知人を幹

事報告で発表してもらい南クラブで動くのは？ 

長倉会員より、会員増強委員長その人が動くのでは

なくクラブ全員で動く組織や仕組みを作るのも大

事ではと。その他会員より、強引な荒療治で入会員

数のグラフを作るや、理事会でチェック･奉仕活動

のアピール･新聞などメディアの活用など色々な意

見が出ました。テーマ②の例会出席の義務と出席率

向上についてもフリートークスタイルで、高橋会員

より、入会したての会員は例会出席の意義を理解し

ていないのでは、スポンサーが率先して新入会員が

出席しやすいよう、連絡を取ったり一緒に例会場に

来たりすることも慣れるまでは大事では、また１～

２年目の退会防止は会員増強と同じほど大事と。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１１月２７日（金） 

「 ロータリー財団月間に因んで 」 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路12:30～ 

 担当：ロータリー財団・米山委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        福井副会長 

今週の会報担当：長倉巨樹彦会員 


