
 

 

 

 

 第 6回  例 会 報 告  2022.8.5  通算 1893 回 

 

・点 鐘          菊地会長 

 

・ロータリーソング 

 ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 川越 直人会員 

 

 

・誕 生 祝 

 佐久間 光弘会員  Ｓ47. 8. 6（50 歳） 

 長井  一広会員  Ｓ47. 8.15（50歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会 長 挨 拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。怒涛の 7月が終わり、もう半

分超えたねとよく言われますがあと 11 ヶ月ありま

す。 

先週は会員交流会ということで川越委員長はじめ、

親睦委員会の皆様段取り等ありがとうございました。

約二年半ぶりくらいに夜間例会でゲームをし、楽し

い例会になったこと感謝いたします。 

7/31 日は釧路では観測史上初の 33.5 度という異例

の暑さになりました。その暑さの中、釧路湿原マラ

ソンが開催されて当メンバークラブも参加した方が

いると思いますが相当過酷だったと思います。 

10 年前を見ますと 23 度、平均気温でも 20 度前後

だそうです。私が住んでる文苑地区はマラソンのコ

ースに囲まれていまして、8 時 40分に道路が封鎖さ

れる為、毎年文苑から出るのが（脱出）相当時間か

かります。なので今年は 10 時に契約があったので

朝早く会社に行き契約書を作り 8時には芦野を脱出

し無事間に合うことができました。うちの社員も毎



年走っているそうなんですが今年は？と聞いたら忙

しくて練習もできてないから出ません！となぜか怒

られました。（笑）たしかに、土日も仕事してた時

もあったなと思いちょっとだけ反省しました。 

来週はお盆で休会です。久しぶりに娘と孫に会うこ

とができます。みなさんも、気を付けて有意義なお

盆休みにしてください。それでは、本日のプログラ

ムは「会員増強・拡大月間に因んで」クラブの永遠

のテーマでもある会員増強です。今年度、佐久間委

員長にお願いし、期待をしてますので、プログラム

の方もよろしくお願いします。 

 

・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ８月のロータリーレートは１３３円です。 

* RI 財団室 NEWS８月号が届いております。 

* 根室ロータリークラブ様より会報が届いており

ます。 

* 浜中ロータリークラブ様より８月の例会プログ

ラムが届いております。 

* 来週はお盆のため休会となります。次回は再来週

の８月１９日（金）になりますが移動例会となり

ます。詳細はメールにてご案内しておりますが、

集合時間厳守にてよろしくお願いいたします 

・委員会報告 

親睦委員会  

・本日のニコニコ献金 

 佐久間 光弘会員  誕生祝として 

 長井  一広会員  誕生祝として 

 

 

・本日のプログラム 

「 会員増強・新クラブ結成推進月間について」  

                 担当 会員増強委員会 

◆佐久間会員増強委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラムは「会員増強・新クラブ結成推進

月間について」になります。 

進行は私、会員増強委員長が進めさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

それでは、会員増強とは南ロータリークラブのみな

らずロータリークラブ全体の重要な課題であると

思います。新会員を増やし、現会員による積極的な

参加を促すには、魅力的なクラブを作る必要がある

と思います。それでは、入会への魅力を高める為に

は何が必要か！会員の積極的参加を促すにはどう



したら良いのか！！ 

そこで本日は、長倉パストガバナ－補佐にお話をい

ただきたいと思います。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

◆長倉 巨樹彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の、表題の月間に於きまして、佐久間会員増強

委員長より理事会で会報の動画配信も会員増強に

つながるので、「長倉」に何か話してもらえばと言

う流れから、本日は、お話をさせていただく事とな

りました。 

本日は、 

１）長期戦略計画の策定、 

２）会報の動画配信、 

３）衛星クラブ、 

クラブ内親睦と言った３つの観点からお話をさせ

ていただきます。 

まずは、今月の月間のタイトルですが、お気づきの

方も居られると思いますが、前年度までは、会員増

強・拡大月間でしたが、「拡大月間」が「新クラブ

結成」に変わっております。 

これは、まさに新クラブや衛星クラブを作りましょ

うという RIの考え方です。 

 

昨年当クラブは、４０周年を迎えた訳ですが、１０

年前に３０周年の時は、クラブ人数が約２０名でし

た、私が入会した時は、３５名以上の会員数だった

と思いますが、あれよあれよという内に、あっとい

う間の会員減少でした。その原因はいくつかありま

すが、例会の参加人数も減って、１卓で足りてしま

うような時もありそれこそ、７、８人という状況の

時もありました。そういう例会は、一言でいうと「寂

しい例会」です。でも、自分が参加しなければもっ

と寂しい例会になると思えば、会場に足を運ばずに

はいられませんでした。 

当時はクラブの会員の最後の一人には成りたくな

いというのが本音でした。合併の話も盛んに行われ、

個人的には、その方が救われると思いましたし、新

入会員候補を寂しい例会に連れてくる気には到底

なりませんでした。 

今では、あまり言われておりませんが、ロータリア

ンには「出席の義務」というのがあります。 

これは、出席もクラブに対しての奉仕活動の一つで、

自分が出席しなくても例会の進行には、全く問題が

ないという考え方ではいけないと思います。 

それでは自分が投票しなくても、なにも変わらない

と言って選挙に行かない人の考え方と一緒です。 

今は、そこそこの出席者にて例会が運営されており

ますが、増強は難しく、減少はあっという間という

経験から会員増強、会員維持に対しては最も重要な

クラブの課題、また、ロータリーの課題であり、現



在、楽しくまた、有意義な活動ができている当クラ

ブを継続して運営していくには、クラブ会員が一丸

となって取り組む必要があるテーマです。 

まずは、１）の 

長期戦略計画の策定 

これは、昨今、RIがしつこく言っているテーマです。 

長期戦略計画を作れと言っています。私もこれは、

必ず必要だと考えております。 

会員増強すると言っても、何人を目指すのか？ 

今年度、菊地会長は、３０人を目指すとしておりま

す。久しぶりの３０名以上のクラブになれるかと考

ええると、わくわくしますし、皆で協力し達成した

いと考えます。 

しかし、当釧路南は、次年度は、３５人を目指すの

か、次々年度は４０名を目指すのか？ 

となると、最終的には、いったい何人のクラブにな

ればいいのかが決まらないと、その年度、その年度

の会長だけの方針の繋ぎあわせとなってしまうの

で、長期（５年なのか１０年なのか）その時の当ク

ラブの理想の人数はいったい何人なのかを考える

必要があるという事が長期戦略計画という事にな

ります。 

その中には、当然マイナス要素、経済状況や、高齢

化等も考慮しなければなりません。 

勿論、クラブ人数だけではなく、例会形式、会費、

奉仕事業等色々考える必要があります。 

 

２）次に、会報の動画配信ですが、 

 これは、どういう趣旨で何をしようとしているの

かですが、趣旨は「簡素化」です。 

そもそも、地区の委員会の中には、「会報委員会」

が存在しておりません。 

標準定款についても、「会報」については、記載が

ありません。 

そう考えると、「簡素化」でいいと考えております。 

 

YOUTUBE に、アカウント登録していると、スマホで

撮ったプログラムの動画は簡単に YOUTUBE配信でき

ます。ただ、配信が目的ではないので、配信された

動画の URLを現在の会報のプログラムの部分に、貼

り付けるというだけの作業です。問題は、だれのス

マホでやるか？場合によっては、クラブにて、有料

の DropBoxを利用し、会報担当や誰かが、動画デー

タを保存するという方法です。 

別紙参照 

３）衛星クラブです。 

 この考え方は、頭を整理して考えないと混乱して

しまうと思いますが、目的は会員増強です。 

釧路北 RC は前々年度より構想を練って前年度認証

を受け釧路北の衛星クラブとして３３名の北 RC と

しての会員増強に成功しました。 

 

先ほどより、話しておりますが、会員増強が大事と

いう事で、皆さんも感じている部分だと思いますが、

ロータリーは素晴らしい面が沢山あり、ロータリア

ンは、地域や社会に奉仕し仲間意識も強く、楽しく

活動している訳です。 

ですが、ロータリアンでない方をスポンサーしよう

としても、実感としてその良さを伝える事が難しく、

そこに、年間約２０万円の会費を払い、毎週お昼に



会合となるとすぐに「はい、入ります」とはなりま

せん。 

 

簡単に言うとそれが、簡単には、増えず減る一方と

いう結果に繋がっている訳です。 

 

ですから、ＲＩの考えも先日は、足立ＰＤＧも言わ

れておりましたが「どうやったら簡単に入会できる

ようになるか？」に尽きる訳です。そして、簡単に

入って少しずつロータリーを理解してもらい良さ

を感じてもらう事が大事という観点から、衛星クラ

ブを立ち上げた訳です。 

 

その特徴は、正確ではないかもしれませんが、観点

からの考えで申し上げますが、会費は、ＲＩ人頭分

担金が年間１万円前後、プラス地区（北ＲＣは今年

度はクラブ負担）が 1万５千円程度、以上。 

 

衛生クラブとしては、月１回の奉仕事業（何かは不

明）、北ＲＣの例会へは北クラブの会員としての所

属なので、参加は自由（多分、食費はその都度）。

女性、若い方、地方（札幌在住）、北のメンバーの

パートナーが多し。 

ＲＩの方針が変わり、現在では、集合方式の例会以

外、ＺＯＯＭでもＯＫですし、例外として月２回の

例会でもいいですし、職業人でなくても、奉仕に関

わりたい方なら入会できるし、例会の出席率６０％

も無くなっている訳で、ルールが変われば、ルール

に則りゆっくりでも舵を切る必要があると考えま

す。 

当クラブでも、構想からでも進める事が大事であり、

そういう事からも長期戦略委員会なるものを立ち

上げる必要があると考えますその中で、衛星クラブ

について当クラブをどう考えるのかを検討する事

が必要と思います。 

 

 

 

◆佐久間委員長より挨拶 

長倉パストガバナ－補佐 本日は「会員増強・新ク

ラブ結成推進月間について」のお話をいただきあり

がとうございました。 

今回は、福利厚生や衛星クラブのあり方について、

お話を聞かせていただきましたが、とても参考にな

りました。 

今年度 会員増強委員会は会長・幹事と共に「会員

増強と会員の維持」を実践していき次年度にもつな

がるよう志を持って活動していきます。 

本日は大変ありがとうございました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

８月１２日（金）休会 

８月１９日（金） 

「 職業紹介例会 」移動例会  

会場 釧路警察署交通管制センター → 

ANAクラウンプラザホテル釧路 

 担当：職業奉仕委員会 

・点 鐘              菊地会長 

今週の会報担当：長江孝文会員 


