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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 森田英郎君 後藤健 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 

関根保子様 

 

≪9月プログラム≫ 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

広島は今日、被爆７０年を迎えました。私

たちは、二度と戦争をしてはいけないと強く

思います。 

先週の夜間例会、新旧役員慰労激励会には

多数の方のご出席をいただき誠にありがとう

ございました。お陰様で楽しく和やかな親睦

が出来ましたことを感謝申し上げております。

同時に例会出席優秀者の表彰も行われました。

１００％出席者が１７名も表彰されましたこ

とは、例会の活性化につながることと確信し

ております。 

なぜ会員が減るのか。８月は会員増強拡大

月間です。日本国内の会員数の減少は、残念

ながらまだ底を見ることができません。日本

のロータリークラブ数は減ることはない。と

言われてきましたが、ここ数年解散または合

併したクラブもあり、その中には長い歴史を 

 

誇るクラブもあります。会員増強および拡大

月間にちなみ、会員数の減少について考えて

みたいと思います。ロータリアンは誰でもが

職業を持っています。１０年たてば各分野、

各事業の浮き沈みがあり得ます。自分の仕事

に必死に取り組まなければならなくなった時、

退会するのも致し方ないことだと思います。

特に自営業者にとって時代とともに厳しい現

実が続いており廃業、閉店も多く見受けられ

ます。 

その代り新しく成長している分野の事業者

が、ロータリー活動に参加してくれれば、ロ

ータリー自体の新陳代謝も進み、活性化が図

られることとなります。 

又年齢差によるギャップの問題があります。

世代間における問題意識の違いや職業意識の

違い、情報収集手段の変化等があります。若

い人にとって、パソコンの普及は当たり前の

ことであっても、年齢によってはそれはかな

いません。 

しかしそれは相手を思いやる心を持つこと

が大切で、魅力あるクラブづくりの土台にな

るのではないかと考えます。更に各クラブの

平均年齢が高齢であることを考えると、自然

減は防ぎようもなく会員の減少を防ぐために

は、若い会員を増強することが急務であろう

と思われます。いずれにしろ退会を防ぐこと

と、新会員を増やすことは、車の両輪である

と思います。 

 

 

 

  

 

 内 容 

3日 
会員卓話  

職業奉仕委員会「我等の生業」 

10日 お月見移動夜間例会 

17日 
講師卓話  東條道男様 

テーマ「社交ダンスと健康」 

24日 講師卓話 和光ＲＣ 加藤洋子様 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第２回定例理事会＜協議事項＞ 

1. 9・10 月のプログラムについて 

2. 前年度会計決算書について 

 滝沢理事（前年度幹事）より説明後承認 

3. 寄付について送金カレンダー参照後承認  

 Ｒ財団寄付 会員協力寄付(半期毎 25$以上） 

 使途指定寄付（半期毎 15$以上） 

 米山寄付 普通寄付（半期毎￥2000以上） 

4. 万燈まつり協賛金¥10000 承認 

5. 事務局パソコンの取り替えについて 

 別紙見積書金額を予備費より支出を承認 

6. 出席免除申請 

摂田･関根･森田･平岡･中澤会員 承認 

7. 新旧役員慰労激励会会計報告 承認 

≪報告事項≫ 

① 8/14,15 米山記念奨学部門秩父音頭まつり 

粕谷会長、田中カウンセラー、チャン、 

忽滑谷部門委員長出席予定 

② 8/29 職業奉仕･国際奉仕部門合同セミナー 

③ 9/4(金)第 13 回日韓親善会議 出席者なし 

④ 9/26(土)ＲＬＩ養成コースパート１ 

 関谷会員、西山エレクト出席予定 

⑤ 9/26(土)社会奉仕部門セミナー 

 滝沢理事、荒井会員出席予定 

⑥ 9/27(日)第１回公共イメージセミナー 

 

★委員長報告 

会報･雑誌委員会 岩崎茂委員長 

横組み 2頁にＰ・ハリスが来日し記念植樹

の記事を見て創立 50 周年記念に植えた月桂

樹のことが気になって博物館の東庭園に見に

行ってきました。クラブのシンボルとして、

たくましく育ってくれることを願っています。 

又、ＲⅠ会長メッセージ「最高でなければよ

いとは言えない」に世界中の子供たちに親し

まれているプラスチック製ブロック「レゴ」

の創設者の言葉が載っています。 

 縦組み 20頁には入間南 RC大野快三会員が

川柳壇第１席の快挙です。縦組み４頁 下関市

教育委員会波佐間清教育長の第 2710 地区 IM

講演趣旨６頁の下段「２人の石切職人」の話

をじっくりとお読みください。 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

活動計画に基づき新会員(１年～５年）のオ

リエンテーションを中央公民館にて PM6:30

より開催します。上期は 9/15(火)、10/20(火)、

11/17(火)を予定しています。会長、幹事、５

大奉仕委員長は必ずご出席下さい。尚、下期

は全会員を対象に三回の勉強会を行います。 

又、ロータリー情報研究会の冊子購入申し

込を再度回覧しました。ご確認ください。 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

10 月の 8～9 日の親睦旅行が決まりました

ので、皆様多くの参加お願いいたします。又、

入間南との合同例会では、ベリーダンスの踊

りを予定していますのでご期待下さい。 

9月親睦活動担当 後藤健委員 

9月 10日のお月見例会は隅田川の屋形船を

企画しています。ご家族の参加もあわせてお

願いします。詳細は後日回覧いたします。 

プログラム委員会 木下登委員長 

9月のプログラムは表記通りです。10月は

1日 米山奨学生チャンさん卓話、8日 会員研

修旅行 飛騨高山祭(8日～9日)、15 日 入間

南 RCとの合同例会(夜間)、22日 万燈祭りに

振替、29日 万燈祭り慰労会(夜間例会)です。 

ロータリー美術館 繁田光館長 

私が、新狭山ロータリークラブで地域の偉

人シリーズの講師を、公開講座で行う事にな

りました。皆様もメイキャップにもなります

ので、是非ご参加宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

アイバンク登録よろしくお願い致します。 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 8月号 

② ガバナー月信 8月号 

③ 学友会だより 2014-2015年度 

④ 茶の香めーる Vol.57 

⑤ 2014-2015年度地区大会報告書 

⑥ ロータリーの友手引書 

⑦ R情報冊子購入申込表 

⑧ 第 2570地区高柳育行ガバナーよりお便り 

⑨ ジトさんからのメールと写真 

⑩ 第 40期日豪青年相互訪問候補者募集案内 

⑪ 9/10お月見移動例会出欠表 

⑫ 郷土の偉人シリーズ講演会ご案内 

⑬ 特別月間(8月)名称変更のご案内 

⑭ RI日本事務局財団室 NEWS 8月号 

⑮ ロータリー財団寄付金領収書 

⑯ ブラザーズ 5申込書 

⑰ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑱ 入間ＲＣ週報 3,4,5号 
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RI2570 地区 7・８月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
 会員増強委員会 齋藤栄作委員長 

「入間ロータリークラブに心から入会して欲しい人を心に思い浮かべて下さい。」 

単年度制の組織＝会長以下執行部が一年ごとに変わる、ロータリークラ

ブ・青年会議所の特性は「共通の活動理念」を持っている事にあります。 

入間ロータリークラブの会員増強の理念は５７年の歴史と伝統を持つ

クラブにふさわしいロータリー活動の原点を共有出来る仲間を増強す

る事にあると思います。 

ロータリークラブは職業人の集まりであり、大きく分ければ事業家と

専門職の集まりです。ロータリーが１９０５年の発足より長きに渡り存続している理由はロータ

リークラブの持つプログラムの素晴らしさ、社会貢献が自らの職業を繁栄させるという理念にあ

ると思います。したがって増強運動もここに添って行うべきだとプログラムされています。 

職業分類において偏った職業が集まらないように一業種１社の考え方が反映されると同時に社

会貢献活動をしていく中で多くの職業分類の会員が必要だとの考え方が生かされています。未充

填の職業分類からまず初めに会員を募らなくてはなりません。会員選考委員会をあえて置き会員

としての適格性を選考します。出席も大きな要因です。出席が予めできない事がわかっている会

員候補の入会はありえません。 

退会防止のためにロータリー情報員会･プログラム委員会･出席委員会･会報･雑誌委員会･親睦･

広報･ロータリー美術館とお気づきの様にクラブ奉仕委員会全体が増強特別部門委員会になって

いるのです。増強がどれだけ大事か読み取れます。そして会員全員が一名心に浮かぶ「共にロー

タリー活動をしたい人」「入間ロータリークラブにとって必要な人」を持っていただき、心から入

会を勧めていただければ必ず中長期的にも増強が進んで行くと思います。9月・10月・11月の３

か月間を増強特別月間として最初のアクションを起こしていただく事をお願い申し上げます。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

40名 26名 68.4％ 81.6% 

事前欠席連絡 3名 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

木下登君～齋藤栄作会員卓話お願いします。

晝間和弘君～毎日暑い日が続きますが、体調

を崩さないように頑張りましょう。 

岩崎茂君～早退いたします。 

本日\22,000 累計\120,000 
 

 

2015年 8月 2015年 9月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

1 土 入間市福祉大会   ―――未定――― 

14 金 秩父音頭まつり    

15 土 秩父音頭まつり  

29 土 職業奉仕･国際奉仕部門合同セミナー 

   


