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第 1154 回例会報告                             8 月   2 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1155回）  8月    9日（水） 次週予告  8月  23日（水） 

◎ソング 「四つのテスト」 

            小山 一子 会員  

◎プログラム  卓 話 

                  桑田 昭世 会員 

◎ソング 「四つのテスト」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話 

前田 正明 会員 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さん こんばんは。 

 

 連日の猛暑に、気温が体温に迫るような深刻な

暑さ！という天気予報の表現に思わず身構えてし

まいます。 

二十四節気では 8月 7日頃にはもう立秋！！そ

ろそろ秋の気配が現れてくる頃なのです。  

8月 8日からは暑中お見舞いじゃなく、残暑お見

舞いを出すことになります。 

古今和歌集で 丁度この時季に詠まれた藤原 敏

行の「秋来ぬと 目には さやかに見えねども 風の

音にぞおどろかれぬる」という短歌があります。 

そういえば、昨晩、夜風が少し心良かったような

気も致します。 

でも、皆さんには 、まだまだ体調管理を万全

に！お願い致します。 

さて、例会スケジュールにも書かれています様

に 8月は『会員増強  新クラブ結成推進月間』で

す。そして本日は『会員増強委員会プログラム』

です。のち程、会員増強委員長の矢野会員にお話

を頂きますが私も少し会員増強についてお話しを

させていただきます。 

会員増強委員会の手引きには、会員増強に当た

って会員を勧誘すると同時に現在の会員を維持す

ることも、とても大事なことだということが明記

されております。 

新会員が入会する事で多様性や！新鮮なアイデ

ア！新しいエネルギーなどがもたらされるなど 

クラブにとっても大きな利点が有りますが、一方、

現会員の皆さんはクラブの会員基盤を保ちクラブ

の有意義な活動を続けていくためには欠かせない

存在だということを皆さん個々に認識して頂きた

いとの事です。 

そして、新会員を勧誘するのは会員増強委員長、

副委員長は勿論ですが、会員、一人ひとりの責務

だという事も自覚して頂きたいという事です。 

会員の皆さんにお願いです！！ 

それぞれの友人や家族、仕事関係のお知り合い、

地域の人々にお声を掛けてみて下さい！ 

ロータリーへの入会を勧めてみて下さい。

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 田辺 朱希美 ●幹事 那須 範満 ●会報委員長 山本 章太郎 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 
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会長の時間 
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今月は、特に会員の皆さんが回りを見渡して、

動いて頂ける事を期待致しております。 

では、 御機嫌よう。 

 

 

会員増強委員会プログラム 

             矢野 浩臣 委員長 

 

●地区会員増強セミナー報告 6月 17日 於：神

戸商工会議所 

○中村地区研修リーダー（洲本）よりロータリー

に学ぶ人生訓 

１．ロータリーを通じて成長すれば、日本社会に

通用する人材となり得る。 

２．行動に品格が出る。 

３．人は何を遺すか、人生とは何か。 

※ 但し、時間がかかる。 

○テーブルディスカッションの報告（当クラブに

関係ありそうな点のみ抜粋） 

テーマ１）若年会員入会について 

・若いうちは仕事が忙しいため、出席も大事だが

あまり厳しくしない。 

・所属クラブはもちろんのこと、他クラブでも仲

間が出来ることを伝えていく。 

・JC卒業者、会議所青年部、若手経営勉強会など

の参加者を勧誘する。 

・新入会員に新入会員を勧誘させる。（今までと違

うルートを持っている場合がある） 

・いきなり例会には誘わず、まず食事をしながら

ロータリーの良さを説明して、感触が良ければ例

会に出席してもらい、入会手続きを行う。 

テーマ２）公共イメージ向上について 

・クラブの内容、奉仕活動等を記載したパンフレ

ットを作成。 

・東日本大震災の支援を行い、新聞に掲載しても

らった。 

・各クラブとも奉仕活動は行っているため、年 1

回は全てのクラブがテレビや新聞に取り上げても

らえるように努力をする。（一般の方への認知度の

向上に繋がる） 

・会員の会社でトライやるウィークに協力し、そ

の際はロータリーの旗を掲げる。 

テーマ 3）退会防止について 

・高齢者の方には送迎をしたり卓話の機会を増や

すと効果がある。 

・例会後茶話会や日頃から楽しい例会を心掛ける。 

・新入会員を早めに委員長等の要職につける。 

・１～２年で退会する方が多いため、新入会員に

ベテラン会員を 1年間付けて、 

 例会でも隣の席を用意する。 

・入会を誘った（紹介した）人がケアしていくこ

とが重要。 

・会長や幹事など重責をお願いする場合でも無理

強いはしない。 

 

●過去の増強拡大委員からの言葉 

・クラブ在籍中に会員 1名につき 1名以上の推薦

を義務化する。また、退会する際も 1名の推薦を

義務と思って頂くようにする。 

・ロータリークラブに入会をして何が良いのか、

説明を出来ない人が多い。ロータリーを少しでも

理解して自分なりに良いと思うところを説明出来

るようにして頂きたい。 

・ロータリークラブの会員であることはお金があ

ることではない。愛が必要であり、誰でも入会す

ることはできないとプレミアを付けて勧誘する。 

・日本のロータリーの会員数は減少し続けている。

その間、様々な手を打ってきたが効果は表れなか

った。その原因は何処にあるのか？RI にあるのか。

我々自身にあるのか。と問題提起をされ、人や友

が考えを変えるのを待つべきではなく、あなたが、

あなた方が率先して変えよう。もう一度、一人ひ

とりが自分の事として受け止め、立ち上がろう、 

汗をかこう。 

・ロータリーの増強に王道はありません。ごく当

たり前のことを当たり前のように全員で取り組む

ことに尽きます。常に『One For All. All For One.』

（一人がみんなのためにみんなが一人のために）

の精神を忘れないことです。「一人」のところを『ク

ラブ』に、「みんな」のところを『会員』に置き換

えてみてください。「クラブは会員のために、会員

はクラブのために」となります。 

 どうか皆様、本年度も挫ける事なく、諦める事

なく、思いを一つにして増強をお願い致します。 

●今期の活動計画 

・今期の重点目標は会員純増 2名を目標としてお

プログラム 
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ります。1名は委員長の責任で探してきますが、

もう 1名は皆様の紹介で入れていただく予定をし

ております。どうかご協力をお願い致します。 

 

 

 

○坂上 安夫 君 

先日は私しの米寿の宴を開いて頂きありがとうご

ざいました。楽しい皆様に囲まれお酒もドンドン

すすみました。感謝々々 ニコニコ 

 

○坂上会員の米寿の祝い会の剰余金をニコニコに

入れます。（17,000円） 

 

本日のニコニコ   27,000円 

本日までの合計  199,000円  

 

 

□ソング 

「君が代」「奉仕の理想」  

田村 久子 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 2 30 23  76.67 

前々回 

7/19 
32 2 30 27 2 96.67 

□幹事報告 

1.例会出欠の確認のお願い。 

回覧板をまわしますのでよろしくお願い致します。 

2.地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内がき

ています。 

相生ロータリークラブ 8月 20日（日） 

川西猪名川ロータリークラブ 8月 26日（土） 

神戸西神ロータリークラブ   9月 10日（日） 

3.マリー秋沢さんからメールが届いています。 

4.九州北部豪雨義援金 33,600 円集まりました。

ご協力ありがとうございました。 

5.例会後、理事・役員会を開催致します。 

理事・役員の方はお残り下さい。 

 

第 2回 理事・役員会議事録 

日 時 平成 29年 8月 2日 20：00～20：20 

出席者 田辺、田中、那須、野木、石原、古川、

竹原、阪上、山本 

議 題  

①危機管理委員会の新設に伴うクラブ細則の変更

について。8月 30日に開催する総会に諮る。 

②クラブ行事参加によるメークアップについて。 

クラブ行事に参加すればメークアップとする。 

③九州北部豪雨被災地への義援金について。 

8月 9日の例会でもう一度募金箱をまわす。 

④宝塚市文化財団のイベントへの協力金について。 

20万円を協力金として提供する。 

同じく宝塚市文化財団のイベントで行う缶バッ

ジの作成費用（300 個分の材料費）として 6 万

円を提供する。 

⑤青少年奉仕マニュアル 50冊を作成する。 

予算は 15,000円。 承認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今日は何の日 

8月 11日 

山の日 

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する

国民の祝日。2016年より施行。 

8月 15日 

終戦記念日 

1945年 8月 14日、ポツダム宣言を受諾。 

 

 

 

 


