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≪ビジター・ゲスト≫ 

第 2570地区会員増強委員長 
本庄ロータリークラブ   高柳 育行 様 
 
■■■会長の時間         吉永章子会長 

今年の夏は異常気象続きで豪雨や落雷などの

天災が多く発生し、処暑を迎えても暑さが一向に

収まりません。いかがお過ごしでしたでしょう

か？ ８月に入り今日までに太平洋戦争の終戦

記念日、広島に原爆投下の慰霊式典、そして前日

のシリアでの日本人戦争ジャーナリストの死等

がありました。これらの事項はロータリーが長年

唱え続けている平和と紛争予防・解決の重点分野

です。世界中の人々が平和を願っているのにまだ

まだ蓄積されている諸問題がたくさんあります。 

 さて、8/9 はベルリン美術舘巡りの移動例会で

したので今月に入って２回目のホーム例会です。 

 本日は２５７０地区クラブ奉仕部門、会員増強

委員長の高柳育行様（本庄 RC）を卓話講師とし

てお迎えしました。後ほど卓話をして頂きます。

又、地区行事は①米山記念奨学部門の秩父音頭ま

つり参加②職業奉仕部門セミナーがありました。

②に関しては昨年度の「我等の生業」の編纂に続

き今年度のテーマ「自分と自分の職業のレベルア

ップ」のもとに原稿作成の依頼が来ています。ご

自分が経営する企業の歴史、経営のポリシーとノ

ウハウ等をまとめて是非投稿して下さい。原稿作

成に当たっては参考資料（マイクロソフトワード

形式）「レイアウト仕様書」がありますので事務

局に申し出て下さい。2,600 字以内、締切日は 24

年 10 月 31 日です。  

9/6 はガバナー公式訪問日です。準備とロータリ

ー美術舘の展示品のご用意もご協力ください。 
 

前会長宮寺年度決算報告    関根靖郎会員 

 本日お配りいたしました決算書ご報告いたし

ます。皆様のご支援ありがとうございました。  

 

■■■幹事報告           齋藤栄作幹事 

① ２０１２年度ＲＬＩ上期開催日程変更 
9月 30日(日),10月 6日(土),11月 18日(日)  

９：００登録、開催場所は国立女性会館です。  

② ガバナー公式訪問が９月６日(木)開催。  
場所：武蔵クラブ・集合時間は 10 時 30 分。  

第 3 回クラブ協議会も開催です。五大奉仕の

委員長は事前の家庭集会開催をお願いします。 

③ ８月 30 日(木)にはガバナー補佐訪問例会で

す。当クラブの平岡達也会員をガバナー補佐

として迎えますので皆様奮って参加願います。 

■■■委員長報告  

会員増強委員会         宮崎正文委員長 

8 月 2日例会で作成してもらった会員増強グル

ープ別候補者推薦表を全員に配付させていただ

きました。グループごとに推薦してくださった方

へ確実に訪問していただきたいと思います。訪問

結果を別紙報告書に記入していただき、事務局へ

送付してください。よろしくお願いします。 

親睦活動委員会       晝間和弘委員長 

  8 月 9 日のベルリン国立美術館と食事会には、

参加された 23 名の会員の方々に多大なる協力を

頂き、至らぬ点も多々あったと思いますが和やか

な雰囲気で、改めてロータリーの「好意と友情」

を深めた事を実感いたしました。9月の「ツタン

カーメン展」にも沢山の参加お待ちしております。 

社会奉仕委員会         粕谷康彦委員長 

 絆ＢＯＸ本日も宜しくお願い致します。16 号

の入間ＲＣ看板が枝で見え辛くなっております

ので会長と一緒に狭山警察署に行って参ります。

又、明日 6時半より家庭集会を開催したしますの

でご協力宜しくお願い致します。ブライダル委員

長への卓話依頼と入

間地域発展のご意見

をお聞きしたいと考

えております。 

第 7号 ２723回例会 ２０１２年 8月 23日（木） 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「地区の会員増強の現状について」 
第 2570 地区会員増強委員長 

高柳 育行 様 

 会員増強はロータリー
にとっての優先課題＆永

遠の課題と言われており

ます。当地区も会員の減

少が続いておりますが、

昨年度から今年度を見ま

すと、その減少傾向に変

化が出てきたように思い

ます。毎年何十人も会員が減少していましたが、

今年度は既に 12 名の増員がされております。世

界をみますと女性の会員数は全体の 15%ですが、

当地区では 4%半ばです。又、仕事に付いていな

い会員が世界では 21%、日本では 4%です。其の当

たりを踏まえて女性会員の増強や様々な経験や

社会形態を持った方の増強を考えて頂ければと

考えています。 

 今日はお配りした用紙に自分の身の回りで大

切なもの、なくなったら困るものを書き入れ、職

場や地域に思いをめぐらせて頂き、増強したら自

分の人生に幅が出来たり、深みが出来るのかを考

えていただく機会になればと思います。 

自分たちの意識を高め、アタックする際には色々

な人が集まっているクラブの好さを、お話して貰

えたら良いのではないでしょうか。 
今年度の会員増強委員会としては、 

① 会員純増 1名 
② 職業分類の未充填を埋める新会員の勧誘 
③ 女性会員入会の奨励 
④ 新会員の入会式の実施と他クラブへのメイク
アップの奨励をあげさせていただきました。又、

＜会員増強の秘訣として＞ 

①会長がやる気をおこすこと 

②入会してよかったと思えるクラブにする事 

 (感動できる機会をつくる) 

③魅力を感じるクラブであり、魅力を感じられる

メンバーとなること 

④プロジェクトチームを発足させる事 

(プロジェクトチームの構成メンバーは新会員

と若い会員を中心にすること） 

⑤推薦候補者をリストアップし、予備審査を必ず

行い、担当者を決めること 

⑥意識を高める為に、会員増強について話し合う 

⑦クラブの中・長期的検討委員会を設立、検討 

⑧協力して取り組む、あるいは助け合う環境作り 

 

 入間ＲＣさんはもう既に 1 名増強されており

ますし、私がお話しする場でもないと感じました

が、さらに増強を期待ご祈願しております。ガバ

ナーの所属クラブ名にあやかり「いい風が吹き上

げる」ことを会員増強委員会として願っておりま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞      細淵克則ＳＡＡ 

高柳育行様～会員増強月間皆で卓話をさせて頂

きます。吉永章子君、石川嘉彦君、平岡達也君、

水村雅啓君～高柳様卓話宜しくお願い致します。

吉永章子君～先日は母の葬儀では皆様にお世話

になりありがとうございます。吉永章子君～ベル

リン美術館に行けず皆様にご迷惑お掛けいたし

ました。齋藤栄作君、山根宏夫君、山岸義弘君、

細淵克則君、忽滑谷明君、滝沢文夫君、間野尚君

～加藤さん写真ありがとうございます。加藤国夫

君～宅見さん写真ありがとう。宅見允君～加藤さ

んスカイツリーの夜景見事ですね。 

本日\26,500  累計\125,500 

 
＜出席報告＞       新井格出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 4 名 

 
■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 149  
② 第 53 期決算報告書 

③ ロータリー財団ニュースレター 

④ 9/27 ツタンカーメン展と夕食の宴出欠表 

⑤ 入間ライオンズクラブから献血実施のご案内 

⑥ 入間市少年野球連盟第 47 回夏季大会 

⑦ 入間ＲＣ会員増強候補者訪問報告書 

⑧ クラブ奉仕部門化委員増強委員会お便り 

⑨ ロータリー美術館への展示品ご提供お願い 

⑩ 石川山治様からのお便り 

⑪ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑫ 週報 5,6 合併号 

 

会員数 出席数 出席率  前回修正率 

 40 名(37 名) 26 名 70.3％ 88.6％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・関谷）

齋藤金作会員コラム第十二回 


