
  

◇歌唱 「手に手つないで」  「覇気あれ我クラブ」   ◇会長挨拶    ◇幹事報告    

◇委員会報告［社会奉仕、親睦、ホームページ］ 

◇卓話 成田栄二君（右写真）・和田幸男君「研修委員会の今年度の活動方針・その他」 
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2021-2022 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 62 代会長 古知屋光洋 

第 62 代幹事 加瀬 義明 

2021 年 11 月 25 日（木） 第２９５０回例会 天候：晴れ 司会：富田桂司副幹事 No. 17 

 
＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

湯山文夫様（ゲストスピーカー・茅ヶ崎中央 RC）椎野

祐介様（ゲストスピーカー・秦野中 RC） 高橋正宏様 

（藤沢東ＲＣ） 井上晋一様（寒川ＲＣ） 

◎幹事報告  

◆ガバナー事務所より 

＊標準定款・推奨細則に関するご案内 

◉クラブで定款や細則を見直す際のツールとして啓発

ビデオを作成しました。 

1．RIを支えているのは私たち編 ２．定款・細則クラ

ブ大丈夫かな編  ３．定款・細則増強編 ４．決議案提

出編   

https://rid2780.gr.jp/rotarians/committee_introductio

ns/regulatory_council/index.html  

◉疑問やご質問等がございましたら、「よろず相談掲示

板」よりお問い合わせください。 

https://rid2780.gr.jp/rotarians/committee_introductio

ns/club_mgnt_admin/bbs.html 

◆タウンニュース 

スマイル報告 細井年春会員 

湯山文夫様（ゲストスピーカー・茅ヶ崎中央 RC）本日は例会

中の貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。よろしく

お願いいたします。 

井上晋一様（寒川 RC）第 4G三澤ガバナー補佐幹事の井上で

す。古知屋会長、加瀬幹事、お世話になっております。岩澤

委員長の地区会員増強維持拡大委員会の医院として例会にお

じゃましました。本日は宜しくお願い致します。 

高橋正宏様（藤沢東 RC）本日はよろしくお願いします。会員

増強の卓話も楽しみにしております。 

小野良太郎様（秦野中 RC）今日はお世話になります。椎野君

の応援にきました。 

古知屋光洋君 ゲストスピーカーの湯山様、椎野様、卓話よ

ろしくお願いいたします。小野様、高橋様、井上様ようこそ！ 

加瀬義明君 地区会員増強維持拡大委員会の皆様、ようこそ。

湯山様、椎野様、卓話よろしくお願い致します。今日は司会

の富田副幹事が休みなので、久しぶりに司会をやらせていた

だきます。 

伊藤留治君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さい

ました。 

田中賢三君 ゲストスピーカーの方々、たいへんお世話にな

ります。よろしくお願い致します。 

吉田恵子君 富士山がきれいに見えました。カレンダーが残

り一枚になりました。今年はなんだったのでしょうか。ゲス

ト・ビジターの皆様、ようこそいらっしゃいませ。 

池上 實君 あと 1 ケ月となりましたね。ロータリアン 50

余年出席を続けて我ながら元気なんだなーと思います。 

成田栄二君 ゲストスピーカーの湯山さん、椎野さん、卓話

よろしくお願いします。小野さん、久しぶりです。高橋さん、

井上さんゆっくりして、我がクラブの例会、お楽しみ下さい。 

和田幸男君 ゲストスピーカーの湯山さん、椎野さん、秦野

中 RC の小野さん、藤沢東 RC の高橋さん、寒川 RC の井上

さん、ようこそいらっしゃいました。 
ゲストスピーカーの椎名祐介様と湯山文夫様 

祐介様 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１１／２５ ２９５０ ４０ ３７ ２６ ４ ７ ８１．０８％  

１１／１１ ２９４８ ４０ ３６ ２６ ７ ３ ９１．６７％ ９１．６７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

地区会員増強維持拡大委員会委員 椎野祐介様 
 “Do More, Grow More”“Each One, Bring One”が会員増

強のスローガンになっています。ご存じない方も多いかもしれ

ませんね。それを知っていただくためにも、まず、クラブの棚

卸しをしようと呼び掛けています。簡単に言うと、「各会員の

状況は？」「クラブの運営で見直すべき事は？」「クラブで浮き

彫りになった課題や悩みは？」「今後、どのようにクラブをし

ていきたいか。」といったことについて、今いる会員の声をし

っかり拾いましょう、ということです。 

 茅ヶ崎RCの直近 5年の会員の増減その他についての数字を

示しますと、 

 20-21 退会 3名 入会 1名…男性-2 女性+-0 

 19-20 退会 4名 入会 1名…男性-2  女性-1 

 18-19 退会 4名 入会 3名…男性-1  女性+-0 

 17-18 退会 7名 入会 2名…男性-4  女性-1 

 16-17 退会 5名 入会 5名…男性+-0 女性+-0 

 ※入会者は、全て男性 

② 現在の会員の平均年齢（10月末現在）62.275才 

③ 現在の会員の平均在籍年数（上記同様） 12.55年  

④ 現在の会員数 40名 うち女性 5名 

となります。 

 会員増強意味はクラブによって変わるでしょうが、「増強は

奉仕。なぜなら、ロータリーは奉仕を志す人を作る組織だから」

という考えに基づいていきましょうと伝えたいです。はじめか

ら「この奉仕をやりたい」と思って入会する人の方が珍しいで

すから。 

 実際に会員増強を考えるのに最も大切なのは、クラブの未来

を描き、中長期の目標を定める際に最も重要なものは、クラブ

の会員基盤の向上に関してのビジョンをしっかりと持つこと

です。難しく考えず、5 年後 10 年後こんなクラブであって欲

しいなというプランを描きましょう。多世代・多様な会員がい

る、充実した例会・卓話、新会員のサポート・研修があるとい

ったことは大切だと思います。 

 ここに「ロータリーに入って良かった」というアンケートが

あります（新会員の集いアンケート）。 

・異業種の人たちと知り合いになれる。 

・尊敬できる先輩や仲間の存在。 

・自分の頑張りを認めてもらえる。 

・必要とされていると感じることができる。 

・新しい自分に出会えるのではという期待が持てる。 

・成長できる。 

我々は新会員をこのような気持にさせることができているか、

ということを自問し、クラブ一丸で新会員の満足度を高めまし

ょう。 

スマイル報告の続き 

澤邑重夫君 地区増強委員会のみなさま、ようこそ。湯山さ

ん、椎野さん、本日は卓話よろしくお願いいたします。さて、

私がウコッケイの産卵ラッシュにうかれている間に、末っ

子のピアノ発表会がありました。いつのまにこんなに弾け

るようになったのでしょうか。継続は力なり。感動です。 

岩澤あゆみ君 今日は地区からゲストスピーカー、そして

メイクに沢山おこし下さいました。いつも私がとってもお

世話になっている面々です。今日もよろしくお願いします。 

杉田祐一君 湯山様、椎野様、小野様、高橋様、井上様よう

こそいらっしゃいました！湯山様、椎野様、卓話をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

大箭剛久君 今日の一句「一日にティッシュ一箱 水っ洟

（みずっぱな）」 鼻風邪をひいてしまいました。皆様もご

自愛下さい。 

杉本剛昭君 ゲスト・ビジターのみなさまようこそお越し

下さいました。湯山様、椎野様、卓話拝聴できることを楽し

みにしています。あまり自宅では焼酎を飲まないので、烏骨

鶏を飼っている方に差し上げたところ、烏骨鶏のたまごを

頂きました。カラがしっかりしていて、割っても黄身がこん

もり、味も濃厚で、子どもたちも大喜びでした。烏骨鶏の飼

い主の方、ありがとうございました。 

北村公子君 空気が冷たく感じられます。ゲストの皆様よ

うこそおいで下さいました。卓話楽しみです。 

木村信一君 湯山様、いつもありがとうございます。野様、

小野様、高橋様、井上様ようこそお越し下さいました。あり

がとうございます。 

橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆さん、こんにちは。湯山

さん、椎野さん、卓話拝聴させていただきます。 

伊藤和明君 来週水曜日はゴルフ同好会のコンペです。夜

は会員増強維持委員会です。 

宜しくお願い致します。 

岩井 泰君 湯山様、椎野様、卓話よろしくお願いいたしま

す。だいぶ寒くなってきました。コートを着て通勤していま

す。 

［本日 22件、27,000円です］ 

卓話「地区会員増強維持拡大委員会の現況」 
地区会員増強維持拡大委員会委員 湯山文夫様 

 名前がいかめしいですが、あくまで各クラブのお手伝いとい

う気持ちでいます。クラブによって、会員増強の計画もいろい

ろですが、うちの委員会で様々なデータもございますので、是

非お気軽に相談してもらいたいと考えています。委員長は茅ヶ

崎 RCの岩澤あゆみさんですので、我々委員はたいへん安心し

てやっております。 

 2780地区の現況ですが、7/1 時点での会員数は 2,244名、現

在は 2,276名です。10月末のデータでは新たに 61名の方が入

会されている一方、31名が退会されています。コロナ禍に於い

て、各クラブがたいへん頑張っていらっしゃることがわかりま

す。茅ヶ崎さんも 1名増員ですね。第 4グループでは、茅ヶ崎

が増員 1名、茅ヶ崎湘南が 5名、茅ヶ崎中央は入会 3名、退会

2名で純増 1名というように増えているところです。 

 残る半年、維持に努めながら、拡大にもご尽力いただけるよ

う、よろしくお願い致します。 

1996年度以降のロータリアン数の変遷（日本）→ 


