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第2095回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 鈴木 政康 会長
皆さんこんにちは。先週はお盆休みで
休会、その前はパレスグランデールで夏
祭りでしたので3週間ぶりにホームに
戻っての例会となりますが、その間に
色々行事がありました。8/4の夏祭りで
は親睦委員の皆様のご尽力と大勢の参加
者の皆様により大変盛り上がり、「出席
したくなる楽しい例会」として大成功で
あったと思います。ありがとうございま
した。8/7には米山奨学生の包翠芳さん
のアメリカ留学出発歓送会を委員会で開
催し、包さんも先週渡米し無事にオクラハマに到着したとのこ
とです。翌8/8は「2088」の日で皆様よくご存じの某ＰＰの
70歳の誕生祝賀会に参加。8/11の例会は休会でしたが、大
久保PP、中村幹事、菊地会計、浅野副幹事、奥村さんと私で中
山RCからご案内いただいた楽天2軍戦の観戦に行ってきまし
た。が、スタジアム到着と同時に通り雨となり、あっけなく試合
は中止。山形駅前で残念会となりました。また、8/15には20
年目を迎えたALSチャリティーコンペが開催されました。心配
された猛暑も和らぎ無事に終了いたしました。金子社会奉仕委
員長ほか、コンペ開催にあたり協力いただいた皆様に感謝いた

会長挨拶

幹事報告

中村

（山形西）
遠藤栄次郎

本日の一言
「ALS チャリティー
ゴルフコンペでメンバーにも恵まれ、
楽しく、
はつらつと良い汗を流しました。
」

ガバナー補佐 ： 水上
委員長 ： 熊谷

間木野

進

昌和

仁美

2015 8 ／18（火）天気（晴れ）

司会進行（SAA）
：石山 祐介 君
ロータリーソング
「奉仕の理想」
します。また、ベスグロはじめ好成績を収められた皆様には是
非うれしい気持ちをニコニコで表現頂ければなお幸いです。
さて、休み中の8/12に中国天津での大爆発事故があり
ニュースや新聞等で目にしたと思います。その中でも大量
の（多くはVW）が黒こげとなっておりました。実は私、理系
出身で化学が専攻でしたので、爆発の原因となった薬物等の話
題に興味を持って報道を聞いておりました。報道では大量の炭
化カルシウムと硝酸カリウムが保管されていたとの情報ありま
すが、それぞれは火をつけても爆発しません。炭化カルシウム
は水と反応しアセチレンを発生します。アセチレンはバーナー
に使うほど火力があります。また硝酸カリウムは大量の酸素を
供給する働きがあり、花火等に火薬と一緒に入れられる薬物で
すので、最悪の組み合わせともいえる薬物が大量に保管されて
いたことになります。さらにはシアン化ナトリウム＝青酸ソー
ダが700トンも保管されていたとの報道もあり、200mgで
致死量に達する劇薬ですので単純計算約35億人分（全世界人
口の半分）の致死量に達する劇薬がブチまかれたことになるの
で後始末は大変なことだと思います。何をするにもケタ違いの
中国、これで収まってくれればと思います。いよいよ来週は酒
井Ｇの公式訪問です。是非大勢の出席でおもてなしいたしま
しょう。

委員会報告

篤 幹事

１．去る8/7㈮に、米山奨学委員会（伊藤誠委員長）で会長、幹事、大久保理事出席のもと
米山奨学生（ホー・スイ・ホーさん）の激励会を開催しました。ホーさんは、アメリカ（オ
クラホマ）へ９ヶ月の交換留学に行かれました。
２．８/11㈫に、中山RC主催の楽天２軍公式戦応援ツアーが行われ、当クラブから会長、幹
事、浅野副幹事、大久保理事、菊地会計、奥村会員で参加してまいりました。
３．8/15㈯は、毎年恒例の「ALSチャリティーゴルフコンペ」蔵王CCが開催されました。
参加されたみなさん、実行委員長の金森さん、社会奉仕委員会、親睦活動委員会のみなさ
ん、ありがとうございました。
4．今週8/22㈯に、地区の米山奨学セミナー（パレスグランデール）が開催されます。当ク
ラブから、会長、幹事、寺崎エレクト、米山奨学委員長の伊藤誠さん４名参加予定です。
５．来週25日の例会は、ガバナー公式訪問例会です。みなさん、出席よろしくお願いいたし
ます。
６．８月のロータリーレートは、１ドル＝124円です。
※例会終了後、理事会を開催しますので理事のみなさまはお残りください。

ビジター紹介

彰

浅野

裕幸君

親睦活動委員会 関根 隆清君
8月の会員誕生日は、高梨和夫君・武田秀則君
稲村佳宏君・武田寿美男君・石山祐介君の５名の
皆さんです。
社会奉仕委員会 金子 靖二委員長
8月15日のALS協会チャリティーゴルフコンペ無事終了しました。53名参
加いたしましたが、当クラブからは14名参加と少なかったので、来年は20名
くらいの参加お願いします。

委員会
報告

ニコニコBOX
高梨 和夫君
武田 秀則君
武田寿美男君
鈴木 政康君
宮舘 順治君
寺﨑 利彦君
出山 和彦君

阿部 浩一 君
誕生お祝いありがとうございます。
誕生お祝いありがとうございます。
誕生お祝いありがとうございます。
ALSチャリティーゴルフコンペに参加頂きありがとうございます。
妻に誕生日プレゼントを頂きました。ありがとうございます。
ALSチャリティーゴルフコンペに参加頂きありがとうございます。
妻に誕生日プレゼントを頂きました。ありがとうございます。

石山 祐介君 誕生お祝いありがとうございます。
金田 亮一君 今回チャリティーゴルフコンペに参加できず、残念でした。
三沢
寛君 今回チャリティーゴルフコンペに参加できず、残念でした。
長沢 一好君 母校がソフトテニスの全国大会で優勝しました。
伊藤
誠君 米山奨学生ホウ・スイ・ホウさんがアメリカに出発しました。
阿部 浩一君 今回のガバナーマンスリーレターに私の実家が写っています。
金子 靖二君 ALSチャリティゴルフコンペに参加頂きありがとうございます。
地区会員増強委員長 今井 潔様 本日はよろしくお願いいたします。

会員増強・新クラブ結成推進月間卓話

会員増強について
第2800地区会員増強委員長

今

会員増強は、まず今現在いる会員の維持が大切であると私
は思います。この現会員が今後の会員増強につながる足掛りと
思うからです。
ガバナー月信で各クラブの出席率をみていますと100％達
成クラブが５クラブあり、他のクラブにおいてはまだまだ余力
があるようです。欠席の多い会員については、推薦者・会長・
幹事・会員増強委員長等と連絡をとりあって友人・知人ととも
に気軽な気持ちで例会に出席してもらう事で出席率向上とい
う良い方向に行くと思います。
クラブを楽しい場にすれば新入会員増強の活性化につなが
ります。新会員がロータリーに入会すれば会員増強の仕事が終
わるというものではないことを私は経験上知っています。新し
く入会した会員自身がロータリアンであることを楽しみ、退会
を考えなくなった時だと思っています。入会した当初は緊張し
ていて食事も喉を通らない事がありました。気持ちを和らげて
新入会員に接していただく事が先輩会員の使命だとも思ってい
ます。クラブを楽しい場にすることは会員増強において大切な
事であります。
入会する理由は人それぞれですが、早くロータリーを楽しみ
の一つに思っていただく事も大切です。クラブや地区で楽しみ
を見つけ、あらゆる奉仕活動を実行する事で会員相互の親睦を
深め、楽しみを皆で分かちあい仲間を増やすのが会員増強で
はないでしょうか。

候補者を探し出す

資格

・善良な成人であること
・事業または専門職務の持主、共同経営者（パー
トナー）、法人役員、支配人、または裁量の権
限のある管理職の地位にあること、もしくは会
員のプロフィールを持っていること

探す

・職業分類調査
・事業の関係者
・元の

・友人/家族 ・寺院、教会
・新事業/既存事業

ローターアクター GSEチーム・メンバー
RYLA参加者 青少年交換参加者 国際親善奨学生

・その他

他クラブで
米山
メークアップ （常務理事会）武田
された会員

・地区のパンフレット
・クラブのパンフレット
・
「ロータリーとは」
・可能性のあるプロジェクト

勧誘する
承認

・推薦用紙の提出

（10日以内に意見提出）

本日出席・前回修正出席

出席義務会員数
４８名

和夫

クラブ訪問

・費用 ・紹介
・事後連絡
・記録保持

情報

・理事会の承認
・クラブ会員に通知

・広告を出す
・広報をする
・パンフレットを使って

本
日
前回修正

紹介する

・電話で

（会員増強・退会防止委員長に）

認知度を高める

会員総数
５２名
５２名

・直接会う
・手紙で

出席会員数
３８名
４８名

出 席 率
100.0％

潔氏

あるガバナーは「会員増強がロータリーの目的ではない、会
員増強は活動を活性化する手段だ」と言われました。私もそう
思います。
各クラブでクラブ活動の結果、賛同者が増えれば地域性も
あがりますが、まずは現会員が納得する活動があれば退会防止
に繋がり、現会員が友人知人を紹介しロータリークラブにと増
強に繋がりが出て来ると思います。魅力あるクラブの会員は企
業人、組織人であり多くの奉仕活動をしています。そのような
組織で現在のような会員数維持を出来ている事は、まさに「仲
間」という意味の方が強く感じられるのではないでしょうか。
先輩会員は週一回の例会で皆と会うことが活性化に繋がる
とも言っています。ロータリアンか自信を持ってクラブ活動〜
奉仕活動をしていただく事が会員増強に繋がると思うのです。
若手ロータリアンの皆様にロータリーの素晴らしさを理解し
ていただくためのセミナーの開催、若手同士のつながりを深め
るための活動は今後も必要と考えます。
地区協議会では委員長として１年間の活動計画を発表させ
ていただきましたが、我が2800地区では各クラブで長期計画
を立て増強維持について考えることが大切だと思います。RIで
も３ヶ年計画で目標設定しています。各クラブでは親子継承、
地域の名士、活躍している若手の企業人、女性会員、元会員の
勧誘、周年事業等で会員増強について一人一人が頭に入れてい
ただければ会員増強に繋がると考えます。

会員増強・維持の方法
最初の接触

井

入会前

・恩典 ・責務
・費用 ・機会
・追加情報
・候補者の情報

入会させる

入会

・正式な入会式典
・家族を招待
・新会員用資料一式

会員全員が参加できるような有意義な例会やプログラム、
また多くの活動を行う活発なクラブが会員維持の鍵です。

情報を与え、指導する

情報を与え、指導する

・指導顧問を指定する
・新会員の集会を設ける
・委員会に任命する
・新プロジェクトに参加してもらう
・例会の挨拶役になってもらう
・
「炉辺（家族）集会」に参加する

参加させる

参加させる

・委員会の割り当て
・プロジェクトを割り当てる
・新会員を推薦するよう求める
・会員満足度アンケート調査に
記入するよう求める

教育する

会員教育を継続する
・以下についての最新
情報を提供する
RIプログラム
ロータリ財団
クラブ・プロジェクト
RI国際大会
指導的役職の機会に

・自主学習を会員に奨励する

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

