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第2354回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 熊谷 昌和 会長
皆様こんにちは。早いもので今年も８月が
終わろうとしております。本日の例会は会員
増強フォーラムという事で、天童東RCで今
年度地区会員増強委員長でおられる赤塚弘実
氏をお招きして、クラブの発展に直接かかわ
る会員増強についての卓話をいただくことと
なっております。赤塚委員長とは私が小学校
PTA会長をしている頃、山形県のPTA連合会
の会長として、大変ご活躍していたことを思
い出しました。また、ご子息も県立中央高校
水泳部として活躍され、同じ世代ではありませんでしたが、水泳を
していた私の息子の大先輩になっているようです。因みにそのころ
ご指導いただいた水泳部顧問の佐藤和香先生は中村直前会長と同級
生だそうで、世の中は特に山形においては狭いなと感じました。こ
のように、何かしらの縁でのつながりが非常に強い山形ですので会
社経営されている皆様はいろんな方とのお付き合いがおるかと思い
ます。そして、人と人のつながりはいつどのような形でつながって
いるかわかりません。ぜひ、会員増強のため、９月13日のお試し例
会に来ていただけるよう、まずはお知り合いに声をかけていただき、
ロータリークラブってどんなところなのか、どんな人がいるのか、

会長挨拶

幹事報告
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：渡辺
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ロータリーソング：「我等の生業」
また、もしかしたら知り合いがいるかもしれません。ぜひ、多くの
お知り合いの方に声がけしていただきたいと思います。よろしくお
願いいたします。
さて、月に一度の「文具よもやま話」
をさせていただきたいと思い
ます。今回は包装とのし紙についてお客様より、こんな質問をいた
だきました。包装した箱のどっちが上でどっちが下にしてのしを掛
けたらいいのですか。という質問がありました。物事には理由があ
ります。御祝の時は包装紙が空いている方が上です。幸せがたくさ
ん入ってくるように。仏事の時は包装紙がふさがっている方が上で
す。悲しみが入ってこないように。そして、のし紙で巻いて最後の
重ねるところは、御祝は右側が上です。右手ですぐに開けれるよう
に。仏事は左側が上です。右手ですぐに開けられないように。日本
文化の道具の使い方として、是非覚えてくだされば幸いです。
最後に夏になると妻と何度か食べに行くのですが、天童にある赤
塚委員長の会社、赤塚製氷の隣のコウスイというかき氷カフェのお
店があります。そのかき氷は、今まで味わったことのないようなき
め細かく、綿あめに近い感触のふわっとしたかき氷です。ぜひ、一
度足を運び頂き、ご賞味していただければと思います。おすすめです。
以上で会長あいさつは終わります。ありがとうございました。

佐々木啓充 幹事

本日は３点ございます。
１．９月13日は山形県前知事齋藤弘様をお招きし
「お試し例会」
を開催いたし
ます。入会候補者情報シートをお盆前に事務局よりFAXしておりますので、
候補者の情報提供をお願い致します。食事の手配の関係上９月９日を締切
りとさせていただきます。
２．山形市内7ロータリークラブ親善ゴルフコンペのご案内を先週FＡXいた
しました。ゴルフをなさる方のたくさんのご参加をお待ちしております。
３．9月20日に開催予定のファイヤーサイドミーティングのご案内をお送り
しております。対象者の方はぜひご参加下さい。

委員会報告
親睦活動委員会 山田雅人 君
８ 月 の 誕 生 祝 は、奥 村 健 二 君、渡 邉 清 則 君、
髙梨和夫君、武田秀則君、稲村佳宏君、鉄 浩二君、
武田寿美男君、石山祐介君の８名の方です。
ロータリー在籍10年表彰
おめでとうございます。
浅野 裕幸君

ポールハリスフェロー表彰
高梨 徹也君
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本日のお料理

誕生祝いありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。 ミックスフライ定食
誕生祝いありがとうございました。 【マグロ・ホタテ・ヒレカツ
90歳になりました。
PTA全国大会山形大会無事終了いたしました。
赤塚弘実地区会員増強委員長卓話宜しくお願いします。
赤塚地区会員増強委員長本日は宜しくお願いいたします。
誕生祝いありがとうございました。

ゲスト卓話

会員増強フォーラム

〜事業計画の意義と達成について〜
第2800地区会員増強委員長

赤

〈会員増強委員会の役割と目標〉
｢ロータリーの活性化は増強にあり」
新型コロナウイルスの影響で 2020 年度以降、ロータ
リーの例会は休会やオンラインミーティングなど様々な
工夫が行われ、現在もクラブ運営・地区運営に大きな支
障をきたしております。それによりクラブの運営方法も大
きく変化しました。しかし、
このような状況でもロータリー
メンバーは新入会員を入会する元気なクラブもありま
す。各クラブとも若い世代の会員や女性会員の増強を目
指し、最大の努力で最高の結果を出す増強を進めようで
はありませんか。みんなで一人がひとりの増強を実施し、
各クラブの活性化に繋げようではありませんか。

〈事業計画の意義〉

塚

弘

実

様（天童東RC）

達成に向けての計画〉
１．アンケート調査を実施します。その結果を分析・報
告し委員会活動に反映します。（会員数、平均年齢、
地区会員増強委員会に望む事

等）

２．地区クラブ奉仕委員会と協力し、会員増強・退会防
止をテーマにセミナーを実施し、各クラブ入会３年
未満のセミナーも同時開催します。
３．増強と退会防止を図るために会員向けの冊子を作成
します。
地区内会員より原稿を頂き、ロータリーの魅力・職業
の違う方々との出会いや生きがいなどをまとめ、仮
称「会員増強物語」を次年度に向けて発刊致します。
４．地区会員増強月刊を今年度も７・８月の２か月間と
して集中的に増強に努め、各クラブとも純増１名を

会員減少は深刻な問題となっており、大変厳しい環境
下ではありますが、クラブ活性化のために会員の増強・退
会防止は最大の課題であります。

目標とします。
５．ロータリークラブのない地域や、少人数で開催する
団体に衛星クラブ・ローターアクトクラブの働きか
けを行います。

会員増強の３つの要素は新会員の勧誘、現会員の
維持、および新クラブの結成であります。会員増強
の活動は、一人でも多くの適格者にクラブに入会し
たいという興味を与えるため、また、クラブ会員の減
少を防ぐために、クラブは内部の拡大のために現行
規定を十分かつ意図的に利用し、クラブのプログラ
ムを改善し、地元地域社会への奉仕を維持・改善し、
会員にとっての意義を保ち、個々の会員を効果的に
参加させ、その関心を絶えず引き付けるように活動
を行うべきである。
（手続き要覧より抜粋）

おわりに

地区外の私の友人からのお話ですが、猛威をふるう新

型コロナウイルスの影響で、ある会員の企業で残念なが
らクラスターが発生してしまいました。この方は大変な思
いで会社を経営しているという、振り返ってみるとその時
同じクラブの仲間から「何かお手伝いすることはある？」
「大丈夫？」そして「がんばって！」という励ましの言葉
が一番嬉しく、涙が出てきたという。
感謝される人、そして感謝のできる人、思いやりがあふ
れる人、そんな仲間づくりをしようではありませんか！

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５０名
５５名

出席義務会員数
５０名

出席会員数
２６名
４４名

出 席 率
88.00％

他クラブで
メークアップ
された会員

※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
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