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第2185回例会
例会場：いばら木
点 鐘：PM 12：30 伊勢

一作

ガバナー補佐 ： 鈴木

政康

委員長 ： 間木野仁美

鈴木

崇弘

2017 - 8 ／8（火）天気（晴れ）

司会進行（SAA）
：佐藤

直人 君

和正 会長

― 夏バテ解消！うなぎを食べる例会 ―

会 長挨拶

皆さんこんにちは。本日は地区の会
〔遊佐吹浦 鳥海温泉あぽん西浜〕
員増強委員長の坂部登様にお越し頂い
車で行くなら７号を運転、この前ご説明した風力発電を横目
ております。坂部さんは現在、流通セ
で見ながら一路北へ、途中ババベラアイスを買い求め遊佐西
ンター内の坂部印刷株式会社の代表取
浜海水浴場方面へ。またJRなら趣のある無人駅吹浦駅で下車、
締役また山形県印刷工業組合理事長、 誰もいない駅前を15分歩き、海側の温泉保養センター街区
山形流通団地協同組合理事長、山形勤
にあるのが鳥海温泉あぽん西浜です。あぽんとは家族で一緒
労者福祉サービスセンター理事長など
にお風呂に入る事をいうそうですが、確かに週末は芋の子を洗
その他多数の要職を兼務されておられ
うような盛況振りです。茶色のお湯で金っ気くさいです。地元
大変お忙しい中をわざわざお越しいただきました。一口に
の人が多いせいか、おチンチンを隠す気配などは微塵もあり
会員の増強増強と言いましても相手があってのことですし、 ません。いや～おおらかでいいですねー。湯温は40℃位でしょ
そう簡単ではございません。志を同じくできる方に、そのご
うか。さほど熱くないのでユックリ入れます。でも海に近いか
入会をどうお勧めするかなどお話を受け賜われれば大変有
らかしょっぱいので、上がり湯はちゃんとした方がいいですね。
難いと存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
でも鳥海山を仰ぎ見ながらの温泉浴は雄壮な気持ちになって
さて来週はALSチャリティーゴルフコンペ、また再来週は
とても良かったです。是非どうぞ。あっ隣の食堂の海老フライ
ガバナー公式訪問と重要行事が続きますがどうぞ宜しくお
定食は美味しいですよ。さて次回は米沢小野川温泉の共同浴
願いを申し上げます。
場尼の湯のご紹介です。熱～い温泉です。

幹事報告

石山

祐介 幹事

１．８月１日㈫、奉仕プロジェクト委員会が会長・幹事含め14名参加
のもと開催され、活発な意見交換が交わされました。
２．８月15日㈫はお盆の為休会となりますが、ALSチャリティーゴルフ
コンペが開催されます。ご参加の方々はよろしくお願いいたします。
３．８月22日㈫はガバナー公式訪問例会となります。18時よりの開
催で場所はホテルキャッスルとなりますが、理事役員委員長の方は
17時30分よりクラブ協議会を開催致しますのでお集まりいただき
ますようよろしくお願い致します。
４．８月のロータリーレートは１ドル＝111円となっております。
５．本日例会終了後、理事会を開催いたします。理事の方はよろしく
お願いいたします。

うな重

米山奨学生 イ ジェムン君に
奨学金の贈呈

委員会報告
ニコニコBOX
伊勢 和正君
武田 秀則君
高梨 和夫君
浅野 裕幸君
鈴木 正則君
奥村 健二君
宮舘 順治君
坂部
登様

宮舘 順治 君
坂部委員長本日は、卓話ありがとうございます。
坂部委員長ありがとうございます。本日は私の誕生日です。
５日誕生日を迎えました。85歳になりました。
７月30日、妻の誕生日に花が届きました。ありがとうございました。
７月25日の家族例会無事終了することができました。
明日カフェオープンします。
２日誕生日で還暦を迎えました。
坂部さんには青年会議所でお世話になりました。
本日は卓話に呼んでいただきありがとうございました。

８月度の理事会報告
〈報告・確認事項〉
①ALSチャリティーゴルフコンペについて
８月２日に最終役員会を開催しました。例年通り開催いたします。
②８月22日 第３回クラブ協議会、ガバナー公式訪問例会についてスケジュールの確認を行いました。
③鈴木政康会員のご自宅に焼香に行って参りました。布施家、山田家の葬儀に会長・幹事が参列いたしました。
〈協議事項〉
①９月26日㈫に「ファイヤーサイドいも煮会例会」を「つるやホテル」で開催致し
ます。会費3,000円、つるやさんよりバスを手配して頂く事にします。
②酒田東RC50周年記念式典、鶴岡東RC30周年記念式典には当クラブからは不参加と致します。
③東日本大震災避難者支援事業等補助金について
青少年奉仕委員会で昨年に引き続き、継続事業としてDo Wondersソフトボール大
会実行委員会に対しベース、外野ネット等を贈呈する為の申請を行うことと致します。

月間卓話

会員増強の現状
第2800地区会員増強委員長

坂

会員増強月間ということで、伝統ある山形南RCに

部

登

氏（山形西RC）

今年度の国際ロータリー会員増強のキーワードに

お招きをいただき、ありがとうございます。今年鈴木

は「あなたのクラブは元気ですか」です。山形南RCは、

ガバナーは、会員増強の数値目標として、各クラブ１

たいへん元気なクラブである事は十分承知しており

名以 上の会員増強を、そして、真のロータリアンに

ますが、つねに会員の満足 度を確認することは、大

なれる人に入会してもらおうとおっしゃいました。そ

切なことです。これは、会員増強と退会防止につな

れは、ロータリアンにふさわしい会員の勧誘と推薦

がります。人間でいえば、数年に一度は健康診断をす

人としての責任、また入会後のフォローの大切さを強

るという事です。クラブとしては、体はロータリーの

調しておられます。

理 念 に 基づくクラブ 運 営 の 充 実と、心 は 会 員 意 識

会 員増 強に関して参 考になる資 料 を紹 介します。

です。

日本の人口に対するクラブの数と会員数を話したいと

山形西RCは、昨年アンケート調査をしました。私

思います。日本のRCは１億 人の人口に対して2269

が昨年も地区の会員増強委員長という事で、当クラ

クラブ、約89000名の会員です。これは、４万４千

ブが60周年という節目でもあり、自ら実践をしたわ

人に１クラブ、1120名に１会員となっています。これ

けです。調査用紙と集計を持参しましたのでご覧に

を平均と考えましょう。山形県2800地区は人口110

なってください。我がクラブも会員100名を超すクラ

万人に対して50クラブ1650名の会員です。これは、

ブですので、大変活力のあるクラブと思っております

２万２千人に１クラブ、660人に１会員となっていま

が、集計結果は、これからのいろいろな課題を提供

す。山形市は、人口25万人に対して、７クラブ420

してくれました。

名の会員です。これは、３万５千人に１クラブ、600

アンケートの内容は、クラブの健康チェックや会員

人に対して１会員となっています。人口に対するクラ

満足度アンケートなど国際ロータリーが「元気なクラ

ブの数はまあまあとしても、会員数は、山形県の平均

ブづくり」や会員増強について色々なマニュアルを提

より高い数値になっています。山形南RCは54名の

供していますので、それを参考にしました。分析した

会員数です。まとまりあってちょうどよい人数だと思

内容をすこし紹介します。

いますが、山形県の平均会員数から見ますと十分で

今は、ロータリーに関する事は、ロータリーウェブ

すので、あと２名くらい増で、あわせてクラブ運営の

サイトより全ての資料を見ることが出来ます。有効に

充実を考えていただければと思います。日本国内又

活用して下さい。山形南RCが増々元気なクラブにな

は、世界の会員 加入率をお知りになりたい方は、お

りますよう、また 会 員の 皆 様 の 御 健 勝を祈 念して、

手元の資料をご覧ください。

話を終ります。ありがとうございました。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正
他クラブで
メークアップ
された会員

会員総数
５３名
５３名

（山

出席義務会員数
４８名

出席会員数
３９名
４６名

形）鈴木 崇弘 山下
宏 鈴木 利明 神﨑
谷池 正弘 間木野仁美 木村 政則 奥村
佐々木吉嗣
（山形東）奥村 健二 山下
宏 鈴木 利明 髙梨
（山形西）寺﨑 利彦 土肥 成二
（ロータリー米山記念奨学会）武田 和夫 大久保章宏

出 席 率
95.83％
祐子
健二

遠藤
髙梨

幸司
徹也

徹也

神﨑

祐子

※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

