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２０１７～２０１８年度 スローガン 

「 温故知新 - 先人に学びロータリーを楽しもう 」 

 
第７回 （通算１６４３回） ２０１７年９月５日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 8 月結婚記念日「結婚記念日の歌」 

〈２〉 

〈３〉 

国家斉唱「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

〈８〉 

後藤会員 15 日 

出席状況報告 

〈４〉 

〈５〉 

ビジター紹介 

幹事報告 

〈９〉 

〈10〉 

メークアップ報告 

委員会報告 

〈６〉 9 月誕生日祝い「誕生日の歌」 〈11〉 ニコニコ BOX 報告 

 

 

勝俣会員 13 日  松林夫人 4 日   

古川夫人 10 日  牧野夫人 20 日 

〈12〉 

 

閉会点鐘 

 

    

    

    

    

 
 

 

 
 
 

 

2017～2018 年度 国際ロータリーテーマ 「 ロータリー ： 変化をもたらす 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

本日の卓話 「最終報告会」 

地区ロータリー財団奨学生   山下 愛 さん 

 

次週の卓話 〈9/12〉 「東京城北 RC・東京セントラルパーク RC 合同例会」 

                   「父・巨泉の想い出」       大橋美加会員 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① ガバナー事務所より九州北部豪雨災害

支援金の報告がありました。2017 年 8 月

25 日付にて 3,644,264 円を 2700 地区へ

送金致しました、との事です。 

② 9 月のロータリーレートは 1 ドル＝109

円です。 

③ ガバナー事務所よりグローバル補助金

プロジェクトの申請書が届いておりま

す。 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

上山昭治様（東京武蔵野中央 RC）：直前年度は

大変お世話になり、ありがとうございま

した。ガバナーを終えてホッとしており

ます。今日は卓話をさせて頂きます。 

北條会員：上山様、御多用の中を卓話にお越しく

ださり 有難うございます。 

小林会員：上山パストガバナー、お忙しいところ卓

話にお越し頂き 有難うございます。

宜しくお願い致します。 

白石会員：上山直前ガバナー、卓話楽しみにし

ております。 

橋本会員：①先日のフレンドリーコンペ、お疲れ様

でした。②誕生日のお花、ありがとう

ございました。 

古内会員：パストガバナー暑い中ようこそ。北條

先生、お元気な姿を拝見してうれし

い限りです。ニコニコ 

小野会員：ニコニコと。 

 

 

 

 

 

◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 会員増強について 」 

地区拡大増強委員長 上山昭治 PG 

みなさんこんにちは。上山昭治でございます。 

 まずもって昨年度は大変お世話になりました。

ガバナーとしての公式訪問や 35 周年記念例会

など、久しぶりにお邪魔して大変懐かしく感じてお

ります。貴クラブはオントゥーアトランタにおいて地

区内ナンバー１の出席率でご参加をいただくなど、

大変に感謝をしております。私自身としましてもガ

バナーをとおして多くの方と出会えたこと、まさに

ロータリークラブの醍醐味を感じることができ、感

謝に耐えない１年でした。この場を借りてあらため

て感謝申し上げます。 

 さて、本日は地区拡大増強委員長として、「会

員増強」をテーマに、お配りしたレジュメに沿って

お話をさせていただきます。 

 まず、会員数について。ロータリーの友９月号に

掲載予定の日本全体の 2016 年 6 月末現在の

会員数は 87,615 名、2017 年 6 月末現在は

87,958 名で、わずかではありますが 343 名の純

増となっております。では、当地区（第 2580 地

区）ではどうかということをみますと、2016 年 6 月

末現在で 3,007 名、2017 年 6 月末現在では

3,018 名。本当に若干ではありますが、11 名の

純増で私も胸をなでおろした次第です。 

 次に１ヶ月単位での会員数の増減を見てみま

す。2017 年 5 月末現在の日本全体の会員数は

90,079 名、これが 2017 年 6 月末現在になると

87,958 名と、１ヶ月間で 2,121 名もの数が減少

しています。地区（第 2580 地区）においても、5

月末現在で 3,119 名、6 月末現在で 3,018 名と、

101 名が純減となっています。 

 わが 2580 地区の増減を具体的に検証してみ

ます。年間の入会者数は 331 名、退会者数は

今週の合計 7 件 

今年度の累計 

29,000 円 

245,004 円 

2017 年 8 月 29 日  第 6 回 （通算 1642 回） 

開会点鐘 白石会長    27F 「エクセレンス」 

出席 27 名  欠席 7 名  （免除者 1 名） 

出席率 81.81% 補正出席率（8/1） 81.25% 



320 名。この結果の純増 11 名ではありますが、

注視すべきは退会者の人数です。退会者の数

字を見ていただければ、「退会防止」の重要性を

おのずとご理解いただけると思います。そして、退

会者 320 名のうち、実に 130 名もの会員が年度

末（6月）に退会しています。年度末での退会がこ

れほど多いのはなぜか。聞くところによりますと、

周年事業の終了を目標として、これを機に退会

する会員が多いということです。この点、貴クラブ

においては、昨年度、35 周年記念事業があった

にもかかわらず、退会者ゼロという結果を出してい

る点、大変すばらしいことと思います。また、年度

初めの会員増強・退会防止の活動計画もしっか

りと達成されている点、見本にすべきことと感じます。  

 続いて、会員増強の方法についてお話いたしま

す。１つ目の方法はクラブ拡大です。クラブ数を

拡大するために、衛星クラブをつくる方法がありま

す。衛星クラブとは、いわばクラブ内のクラブのこ

とを言うわけですが、8 名以上の会員を必要とす

るものです。2580 地区でも衛星クラブの創設を

目指しているクラブは存在します。30 歳で卒業と

なるローターアクトの受け皿となれるものですし、

また、新しいクラブの創設にもつながるものとして、

会員増強の１つの方法として考えられるものです。

その他、各クラブ内での会員増強と会員維持（退

会防止）といった方法は皆さんもご承知の会員増

強方法かと思います。 

 最後に、会員増強の具体例をお話します。 

多摩分区の例になります。ガバナー公式訪問で

伺うと、元気なクラブほど非公式な会合が多いと

感じました。これをクラブだけでなく分区まで広げ

て活動しているのが多摩分区です。昨年１月より

３つのクラブの有志の方々が居酒屋で会合をはじ

めたところ、参加者が友人の若手経営者らを誘

い、今では多摩分区４クラブからの参加となり、参

加者も拡大、そして参加者の中から各クラブへの

入会に結びついた事例です。また、ロータリー草

創期の原点にあった「相互扶助」を掲げて、会員

の事業上の利益増大を図ることを推し進めたこと

で増強につながった事例もあります。 

 以上、会員増強についてのお話をさせていただ

きましたが、私個人としましては、会長および担当

委員長の熱心さが大きく会員増強に影響するよ

うに感じます。会員増強についてしつこく呼びかけ

ること、これは大事なことです。言い続けることに

よって、事は実現するように思います。 

会長へのプレッシャーではありませんが、これから

も増強にご尽力頂きますようお願いいたします。 

ご清聴、ありがとうございました。 

【編集・記/会報委員会】 

 

 

◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

北條名誉会員より御挨拶 

 

 

 

 

 

 

第 37 回 

フレンドリー・グリーンクラブゴルフコンコンペ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 24 日（木）晴天の富士ゴルフコースにて 

14 名の参加者 べテラン勢が 1 位・2 位・3 位を 

独占しました! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  白石 正  副会長  松林 茂 

幹 事  橋本 国彦 会報委員長  阿部 亮介 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 

―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

東京城北 RC・東京セントラルパーク RC 

合同例会 

 

日時：9 月 12 日（火） 12：30～13：30 

会場：ハイアットリージェンシー東京 B1「白鳳」 

演題：「父・巨泉の想い出」 

卓話者は(故)大橋巨泉氏を父に持つ、当クラ

ブ会員の大橋美加さんによる トークとジャス

の卓話内容となっています。会員の皆様には 

奮ってのご参加をお願いします。 

※ 出欠のご返事はクラブ事務局へ 5 日の 

（本日）例会終了後までにお願いします。 

 

吉田雅俊ガバナー公式訪問 

 

【日 時】  

2017 年 10 月 17 日（火） ハイアットリージェンシー東京 「例会場」 

● 10：30～11：15 会長・幹事打ち合わせ （会長、幹事） 

● 11：15～12：15 クラブ協議会 （各委員会委員長、新入会員） 

● 12：30～13：30 例 会 （会員全員） 

【訪問予定者】 

ガバナー     吉田雅俊氏（東京新都心 RC 所属） 

地区副幹事 : ::浅川誠一郎氏（東京 RC 所属） 

ガバナー補佐  :椿原弘也氏（東京西北 RC 所属） 

分区幹事     :清水英世氏（東京西北 RC 所属） 

分区副幹事   :飯田修一氏（東京西北 RC 所属） 

【2017-18 年度重点項目】  

 「研修と実践」を行動指針とし、前年度から引き続き幅広い研修をベースに実践

検証を推奨し、情報提供をアドバイス。 

【クラブ協議会の内容として】 

 RI 会長のテーマ、地区のキーワード、行動指針をご理解いただき、五大奉仕委員 

 会、ロータリー財団、米山奨学事業、会員増強の 8 部門の範囲内でクラブ内の 

:取り組みを発表願います。また、トロント国際大会、日台ロータリー親善会議への 

:参加予定人数もお聞かせ願います。 

 

※ 詳細に関しましては後日、案内文を配布いたします。 

また、クラブ協議会の出席義務者の方は 必ず出席をお願い致します。委員長が欠席

の場合は副委員長に代理出席をお願い致します。 


