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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          前田会長 

    

 

・・・・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    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 長江 孝文会員 

 

 

・・・・お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介    

◆前田会長 来訪ロータリアン紹介 

 

 

 

 

 

 

岐阜城ロータリークラブ   澤田 善吉君 

岐阜城ロータリークラブ   甲斐 茂樹君 

岐阜城ロータリークラブ   江口 広康君 

岐阜城ロータリークラブ   加藤 丈博君 

岐阜城ロータリークラブ   長屋 貴之君 

 

 

 

 

 

 

 

お客様 

 

    

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

前田 裕治会員  H24. 8. 3（7年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    佐久間 光弘会員  Ｓ47. 8. 6（47歳） 

    

    

    

    

    

    



・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

先週の金曜日、補助金事業の上方落語会が無事開催さ

れまして、出席された会員の皆様大変ご苦労様でした。

訪問先の老健くしろの部長さんから、観に来ていただ

いた方々の評判も良く大変喜んでおられました。この

様な機会があれば是非、また声を掛けて欲しいとの言

葉を頂きました。ご高齢の方が多い中、何事も無く終

了出来た事に感謝いたします。そして土曜日、日曜日

と全道中学親善硬式大会の開会式及び閉会式に出席し

てきました。9 クラブの大会でしたが、今期優勝は釧

路リトルシニアクラブでした。改めまして本日はメー

キャップということで、岐阜城ロータリークラブ様 5

名の方にお越し頂いております。遠路はるばる大変お

疲れ様でございます。また、我が釧路南ロータリーク

ラブへ再度訪問していただき、誠にありがとうござい

ます。先週末からいよいよ夏本番といった状態が続い

ておりますが、釧路は25°を超えると真夏日と言われ

ます。岐阜は相当暑いと想像出来ますが、釧路はまさ

に避暑地として最適だと思います。全道各地30°を超

えていても釧路根室地方は 25°前後をキープします

ので、夏の期間、本州からの長期滞在者の数が年々増

加しており釧路は全道一となっております。また、こ

の釧根地区は釣りのメッカでありまして海、川、湖と

様々なポイントがたくさんあり、お魚さんの種類も多

岐にわたり、鱒系の大物を狙いに年中各地からフィッ

シャーマンが訪れております。最後になりますが、岐

阜県も山岳地帯であり、渓流釣りは勿論登山愛好家に

とっては垂涎の場所でしょう。 

僕も機会があれば、景観を楽しみ魚釣りをして合掌造

りの家に宿泊したいと思っております。20年近く前に

僕の友人が合掌造りの家の保全のために住んでいた時

期がありまして、たしかＮＰＯ法人の関係だったと記

憶していますが、その時の写真に心を奪われてしまい

一度は行ってみたい所であります。 

以上、会長挨拶を終わります。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。 

先週の上方落語会例会が無事に終了し、会員一同御協

力有難う御座いました。それでは8月第一例会幹事報

告を致します。 

****    ガバナー月信、ロータリーの友が届いております。

レターケース内の収納しておりますのでお帰りの際

はお持ち帰りください。 

****    ＲＩ日本事務局より８月のロータリーレートは 1

＄108円です。 



****    各ロータリークラブ様より会報及び8月の例会プロ

グラムが届いております。 

各資料は回覧しておりますのでご一読ください。 

    

 

 

・・・・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 

 来訪記念として岐阜城ＲＣ5名 

前田  裕治会員  入会記念祝として 

 佐久間 光弘会員  誕生祝として 

 

 

 

◆来訪ロータリアンご挨拶◆来訪ロータリアンご挨拶◆来訪ロータリアンご挨拶◆来訪ロータリアンご挨拶    

 

 

 

 

 

 

岐阜城ＲＣ 甲斐 茂樹会長 

 

 

 

 

 

 

 

澤田 善吉ＰＡＧ 

 

 

◆バナー交換◆バナー交換◆バナー交換◆バナー交換    

 

 

 

 

 

 

前田会長・甲斐会長（岐阜城ＲＣ） 

 

 

・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    

「「「「    会員増強・新クラブ結成推進月間に会員増強・新クラブ結成推進月間に会員増強・新クラブ結成推進月間に会員増強・新クラブ結成推進月間についついついついてててて    」」」」        

担当担当担当担当    会員増強会員増強会員増強会員増強委員会委員会委員会委員会    木内治彦委員長木内治彦委員長木内治彦委員長木内治彦委員長    

 

 

 

 

 

 

会員の皆様、岐阜城ロータリークラブの皆様、こんに

ちは、 



今日は、会員増強・新クラブ結成推進月間のプログラ

ムとなっております。担当は会員増強の私、木内が進

めさせて頂きますので、よろしくお願い致します。 

8 月は国際ロータリー理事会が、特別月間として指定

しており、世界や日本国内のロータリークラブの例会

で、会員増強についてのプログラムが行われておりま

す。釧路南ロータリークラブも存亡の危機が有りまし

た。私が会長のころ、2010 年～2011 年・平成 22 年、

会員の人数が 20 人以下になり、当時の会員に相当な

負担を掛けた記憶が御座います。クラブの委員長や委

員会の重複など、手が回らない状態で、会報の担当や

親睦委員会も会員全員で行う分、団結力が生まれたと

思います。 

ここ数年会員の入会者が増え、平均年齢も若くなり会

の活性化が見えるのが嬉しく感じる次第です。 

入会者を増やしても退会者が増えれば増減無の状態

になると、吉田ガバナーは、会員増強のための一番の

カギは、会長・幹事の増強に対する思いと言われてい

ます。 

例会時に会員増強の話を必ずお願いしたいとのこと

です。私、木内も活動計画書の目標に会員数の 10 パ

ーセント増、年度内3名を目標に、会長・幹事・会員

皆さまの協力で達成できるよう頑張りたいと思って

おります。 

4 月の地区協議会で、会員増強セミナーの資料を、御

配りしますので、ご覧ください。 2500 地区市町人口

1万人当たりの会員数、釧路は2009年7月末でクラブ

数7クラブ2019年 1月末6クラブ、マイナス1クラ

ブは阿寒湖ロータリークラブ終結の為、減となってお

ります。 

阿寒湖ロータリークラブは昭和33年に創立 

平成22年に終結、 

佐呂間ロータリークラブ平成20年終結、 

中川ロータリークラブ平成15年終結 

2500地区で、新クラブ結成、 

平成9年釧路ベイクラブ創立 

平成25年2500地区Eクラブ創立 

道内半分の 2500 地区は大小さまざまな市町がありま

すが、人口が少ないクラブ、音別ロータリークラブ人

口1801 人、1万人あたり89 人、釧路市人口168,333

人 1 万人あたり 17 人、まだまだ増強の余地はあるか

と思います。 

本州のある地区の会員増強資料を調べてみました。 

ロータリークラブに入会しない理由 

時間がない(仕事との両立が困難)30.9％ 

年会費の負担 21.6％ 

ロータリーに対する知識不足(PR不足)11.3％ 

人付き合いが面倒3.1％ 

家族の反対・市内に複数のクラブがあり伝統のあるク

ラブに入ってしまう 

 

なぜ増強が必要なのか 

クラブの財政運営のため・退会者が多く会員減少のた

めクラブの活性化・クラブの維持・クラブの衰退を防

ぐため 

 

どんな人を入れたいか？ 

若い世代・ロータリー活動に理解のある人・女性会員 

強調性のある人・積極的な人、情熱のある人 

 



なぜ退会するのか？ 

年会費の負担・高齢化(病気)・派閥がある(人間関係) 

毎週1回の例会への出席(時間がない)魅力を感じない 

楽しくない・費用に見合った充実感が感じられない 

 

会員の高齢化 

その息子に時間をかけ、半ば強制的に誘った。 

高齢化が退会の原因の1つでもあるが、ある会員は70

歳で入会。その人の入会で 90 歳の会員が元気になっ

た。 

 

前の世代がロータリーに入会する理由 

社会的な付き合いで・地域社会のステータス 

仕事上の付き合いで・楽しみを求めて・仕事上の付き

合いで・楽しみを求めて・地域社会の中で繋がり 

 

今の世代がロータリーへ入会する理由 

職場以外の場所で、何か大切な事をしたい 

リーダーシップを開発する機会を得る 

 

会員増強の発展（3つの方法があります） 

1.「新会員の勧誘」の方法は 

・貴方が推薦者によって入会したことを思い出してく

ださい。 

・ロータリーに入って良かったと思うなら、勧誘して

下さい。 

・会員が一年をかけて、一名を探して下さい。 

・会員増強委員会だけの責任ではない、まずは「会長

のやる気」。 

・貴方の身の回りを見渡して、ロータリーを知って入

会を希望する人を探して下さい。 

理想は、一緒に泰仕活動をする中からが一番ですが。 

2.「現会員の維持」を計るために 

・クラブにおける、各種研修の開催を 

新入会員研修会、会員研修会、役員研修会の3段階

で 

ＲＩ組織の中で、ここ10年で会員維持率が20パーセ

ントの低さ。 

特に、入会5年目ぐらいでの退会者が多い・・・研修

不足も? 

・親睦活動の実施(クラブの活性化) 

3.「クラブ拡大」をする 新クラブ結成 

・新クラブのスポンサーになる。 

自分の居るクラブの維持拡大で、限界と思う 

現時点では難しい?大きいクラブなら可能かも・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

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

・・・・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 

８月９日（金） 

「 夏祭り例会（新入会員歓迎会）」夜間移動例会 

会場 アクア・ドロップ18:30～ 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        前田会長 

今週の会報担当：福井克美会員 


