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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№２０第２３５２ 会 平成２７年１２月３日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・12月10日：アルウィンさん(米山奨学生)、理事会 ・12月17日：年次総会、家族例会◇プログラム

小林､宮澤､石山､原、太田◇出席報告 ◇欠席者(7名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ８ 53.33％ － － 斎藤(正)、笹尾さん２３５２回

17(15) ９ 60.00％ １ 66.67％ 宮澤さん２３５０回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)

◇表彰：河本親秀さん
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◇会長報告 河本親秀会長

1．いわき鹿島ＲＣ

訪問：

先週２５日、２６

日、大磯クラブの休

会日を利用して、い

わき鹿島ＲＣを訪問

してきました。その

訳は来年２月７日の第８グループＩＭで,3.11東日

本大震災で我々第８グループで支援した江名。永崎

両小学校への支援の結果／現状を報告することに決

まったので、その情報を収集する事と、姉妹提携を

して以来まだいわき鹿島ＲＣの例会に出席した事が

ないので表敬出席に参りました。25日13時過ぎにホ

テルハワイアンズに横浜からのシャトルバスで到着,

夜はいわき鹿島ＲＣの中田会長、小野創立会長、豊

田姉妹クラブ提携時の会長の3人さんのご招待で一

杯飲みながら情報交換。翌日は同じ3人さんと共に

江名小学校、永崎小学校を訪問それぞれ校長、教頭

先生と面談、近況をお伺いすると共に、校内をご案

内頂き、支援物資の確認をして参りました。両校と
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も建物は修復され、運動場の除染も終わって綺麗に

整頓されていました。生徒数は12年当時120名を超

えていたのに、今は100人前後、来年には100人を切

る状況。被災者が戻ってこないからだそうです。当

時支援物資は沢山あり過ぎ処理に困ったそうですが、

我々の支援物資(楽器、図書棚、会議用テーブル・

椅子、下駄箱、サッカーゴール、マット、バトミン

トンのポールとネットなど)はいわき鹿島さんが学

校の欲しいものを尋ねて贈ったもので、今も重宝し

て使っておられました(写真)。特に楽器（江名小に

マリンバ6台、永崎小にアコーディオン4台）は教育

委員会からの支給に制限があり、非常に助かってい

るとの事。これを使って両校は市内のコンクールに

参加したとの事で、その写真を後刻頂ける事になっ

ています。前回訪問した時被災を象徴するように設

置された放射能を計る機器がまだ学校の正面玄関に

置いてあり、その値は0.08マイクロシーベルトでし

た。

（因みに2012年2月訪問の時は0.142マイクロシーベ

ルトでした）

お昼にはいわき鹿島さんの例会(例会場は小野久

太郎さん経営される書店の2階）に出席し、訪問の

ご挨拶と近況報告をしました。いわき鹿島さんの会

員は20名で、我々同様出席率が悪いのに悩んでおら

れました。

その後中田さんのご案内で被災地を廻りましたが、

2年前とは大違いでした。海岸には5メートルの堤防

が築かれつつあり,工事の真っ最中で工事用土砂が

至る所に積み上げてあり、海が見えない状況でした。

校舎が津波にやられ、校庭とプールが瓦礫置き場に

なっていた豊間中学校は震災の象徴でしたが、今は

すっかり跡形もなく平地になっていました。

復興住宅(多くは5階建てマンション形式）が整備

され、入居が始まっており、近くで買い物が出来る

物件に人気があり、そうでない所はなかなか埋まら

ないそうです。

いわきは復興特需(ガラガラだったアパートは満

室、宿泊施設も満杯）で景気は良いとの事です。住

民の間で問題になっているのが、津波だけの被害者

と原発の被害者との補助金の格差が非常に大きい事

だそうです。

2．第44回ロータリー研究会：

高谷紗帆さん：今日、ロータリー研究会(全国DG、P

DG、DGE、DGN、AGが出席。RI会長、R財団管理委員

長出席の下、台場のグランパシフィックLE DAIBA

で開催)にてグローバル奨学金留学生として体験を

発表されます。他に平塚湘南RC会長吉野龍彦さんが

フィリピンにおけるグローバル補助金による水道施

設プロジェクトの報告をされるので、是非聞きたい

と考えています。

：5名出席、書類作成中。3．ソール国際大会

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．2015-16年度IMの

案内

日時:2016年2月7日

(日)13:25点鐘

場所:サンライフ・ガ

ーデン

2．12月ロータリーレ

ート:￥120／$1

3．世界こども財団より寄付の礼状

4．水害見舞金寄付お礼:2820地区ガバナー、水海道

RC会長連盟で礼状

5．平塚南RC より公開例会の案内：12月11日(金)12

時、平塚プレジール6Fにて。

講師：平塚市立美術館長：草薙奈津子さん

6．例会変更：平塚西、平塚北、寒川、秦野中RC

◇委員会報告

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

1・河本親秀さん：

1月25･26日いわき鹿

島ロータリークラブ

へ行き被災地・江名

小学校・永崎小学校

を訪問、例会に出席

しました。皆様によ

ろしくとお土産を頂いて来ました。本日会員増強フ

ォーラムよりしくお願いします。

会員増強フォーラムよろしくお・新宅文雄さん：

願い致します。

皆様、こんにちは、いつもお世・田中敏治さん：

話になります。本日のフォーラムの司会、新宅さん、

宜しくお願い致します。

フォーラム、宜しくおねがい・百瀬恵美子さん：

します。
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◇フォーラム

◆◇◆ ◆◇◆会員増強

司会 新宅 文雄さん

米山奨学生・学友主催の国際交流会議が11月20日

に大和市の高座渋谷駅前の「清風」でありました。

その時私の隣に座った他クラブの会員増強委員の方

が、「皆さんは会員増強はロータリーの奉仕活動と

は別個のものだと考えていらっしゃるがそうじゃな

いんですよ。ロータリーの奉仕活動の一つなんです

から」と頻りに強調していました。

フォーラムはガス抜きの会議ではありませんので、

しっかりした結論を出して行きたい。先輩から会員

増強フォーラムによって会員増強が出来た試しはな

いと言われました。だから時間の無駄だと言われ大

変反発を感じました。私は会員増強を深く、広く、

熱心に探求して多少の犠牲を払っても達成しなけれ

ば当大磯クラブの将来が不透明になって来ていて懸

念しています。皆さんも同じだと思います。 基本

的に依頼心や甘えを捨てた時に力が生まれる。道が

開けると言う事を強調しておきたいと思います。

1．大磯クラブに入会し易い状態を造る必要がある

のではないか：40代、50代の人が出席出来るような

状況を造っては如何でしょうか？

(1)例えば例会日は木曜でなく、土曜日、日曜日で

は？、時間も12時半でなくて早朝とか夜間では？、

(2)月の内1-2回は例会で、後の2-3回はネットでと

言うのは認められないのだろうか？その人の会費は

半額、3分の1でよいとか？事務局は大変かも知れな

いが増強の可能性はあるのではと考えます。若い人

は時間の余裕がない、お金の余裕もないかも知れな

い。緊急脱出の為にネットを使う事でガバナーに認

めて貰えないだろうか？ 等々

前日ファックスにて各人に新宅さんの意見：

配布済み

河本さんの意見：

：自分の感じているロータリーに入って増強の目的

の楽しい、良かった事、自分がロータリアンである

事の幸せな気持を知人/友人と分かち合うこと。

：私たちは何故毎週集まってロータリーとは何か？

いるのか？何を目指しているのか？他人を勧誘する

価値のある団体であるのか？

(現状通会員増強委員会は委員長+理事・役員で構成

り)

：地域を背負う仲間の増強

人口32,700人で会員17名＝2,000人に一人

世帯数12,900で会員17名＝760世帯に１世帯

（人）：1,300人に一人の会員チャレンジ２５

入会はロータリアン二世が多い．

退会者への声かけ

趣味から広がる人脈の活用

更なる女性会員、若手会員の獲得

：全員が例会に必ずお友達／会員候補者招待作戦

一人を招待する。MU費用を予算化する。

17人×3.000円＝51,000円（スマイルボックス)

必要資料の提供：候補者訪問は複数会員で

会費の内容、出席の意味合い、大磯クラブ奉仕活

動、国際ロータリー・財団の活動、世界にまで広が

るネットワークのすごさを伝える。

会員名簿の提供、ロータリーの友を毎月候補者に

送る。

入会したら喜んで貰える自信のあるクラブつくり

全会員に毎例会１~３分スピーチ：提案、感想を

語る（身近な社会事象、文学・芸術、読書、新聞、

会社/経営、趣味、旅行、研究等々）

磯輪会の活性化

魅力的ホームページの作成

タウンニュース・地域紙への広報掲載

：新宅さん提案来年中入会者会費の減免

入会金-0-,会費25万円

入会金-0-,会費24万円

：職業奉仕＝職業倫理、人生哲ライオンズとの違い

学を政治や宗教に関わる事なく会得出来る、奉仕す

る団体ではなく、奉仕に学ぶ団体である。(渡辺治

夫直前ガバナー）

「最も良く奉仕する者、最も多く報われる」=

顧客第一主義、良い仕事をして良い報酬を得ること

をロータリーの理念と活動を通して学ぶ

★参考：地区会員増強／会員維持セミナー議事録

(2015.6.25)
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：各人からの具体的な主な提案

発言者氏名省略

・ ：友人知人でこれとお友達・会員候補者招待作戦

思う方を会員一人が一人(複数歓迎)を計画的に例会

に招待。MU費用は予算化する。3,000×17=51,000円

特別期間を設けて入会金、会費の減免・

・ 自分がこれと思毎回来て楽しいという例会作り：

う人を例会に呼んでも、雰囲気が楽しくなければ、

何だこんなものかと言う事になってしまうと復活す

るには凄いエネルギーがいる。例えば例会場にカラ

オケが出来るようにする．3-4ヶ月に1回カラオケを

やるというような例会を楽しくする がいるので感覚

は？

・各自これと思う人の を出し合って、会員候補リスト

皆で入会を勧めに行く事が大事。机の上でいくら言

リストが出ればグループを作っっても実現しない。

て期限を決めて、何回も誘いに行く。

・ ロータリーを楽しんでいる姿を見せる自分自身が

になる必要がある。広告塔

・フォーラムが多くてつまらない。出席して自分の

為になるような例会 を。(卓話の充実や見学会の企画)

・自分の年齢から行くと40代50代を紹介するのは難

しい。逆に年は行っているが短い期間でも入会して

貰えば良いのかな 。あ

楽し・例会が楽しくなければロータリーではない。

い例会を作らないと外へ発信出来ない。親睦が中心

になる事もあるが、例会内容も大事。

・休んでる人も積極的に出てくるような例会になら

ないと新入会員は入ってこない。

・50周年に向けて、入会金、会費の値下げは一時的

な便法としてあってもよい。

・期限を切っての入会依頼は一つの手段としても良

いのでは？良ければ長く続く事になる。

・推薦者をリストアップすることも大事だが、仕組

みとして、入会して貰えなくとも理解して貰う。海

岸清掃や宿場まつりなど事業に一緒に参加して貰う

事で理解し合うとかロータリーの目的などを身を以

て理解して貰える。行ってお願いする手もあるけれ

ど,又例会に参加して面白いと言う事もあるけれど、

新規事業を一緒に参加してやる事でお互い理解が出

来る。

・先日の宿場まつりで行ったエンド・ポリオ・ナウ

・キャンペーンで茅ヶ崎RCの若い会員と一緒にやっ

た事で目的が同じだったので何かお互い分かち合う

事が出来てすごく親しみ合えた。

候補者に行事に参加だけではなくて参画して貰う。・

今すぐ入会しなくても分かち合う機会を作る事が若

い人達には大事。

・先ず候補者をリストアップする事が大事

知人・友人・地縁・血縁だけでなく、何らかの名簿

から拾い上げ この人がクラブに入ってくれそうな、

人かどうか？、誰かしらと関係があるか？そういう

する。例えば報償・叙勲な事を含めてリストアップ

どがあった時、地元の受賞者に祝電を打つとかお祝

先ず全く関係のないところからい品を届けるとか、

一から始める事が大切。

・ある程度の人格者である事が大切。

・推薦者には何回も誘いに行く事が肝要で、忙しい

からと言うのは言い訳である事と考えて何回も勧誘

に行く事。

：実行に移す事

1．候補者をリストアップする

=各自最低1名

2．その中で有望候補者を例会に招待する事

=事前に調整して出席して貰う事

3．入会金・会費の減免＝理事会で討議する

4．会員増強実行委員会立ち上げ：

委員：井上、河本、新宅 百瀬、田中

＝今日出された幅広く深い意見を整理し、クラブに

提案し実行に移す。

以上


