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RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 
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会 計 金 子 芳 則 
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事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 
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2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「近年のインターネット犯罪の現状」 

千葉県警察本部 生活安全部 

サイバー犯罪対策課 対策係 

情報セキュリティアドバイザー 

星野 和彦様 

 

 

前回例会報告（８月３日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

地区管理運営統括委員会 

会員増強・退会防止委員会 

委員長 髙橋 潤一様（卓話者） 

銚子市教育委員会 教育部 生涯学習 

スポーツ課 課長 春山 敏郎様 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

会長挨拶 
先週末、梅雨が明けて本

格的な夏を迎えることとな

りました。 

さて、今月は会員増強月

間ということで、地区の会

員増強・退会防止委員長の

髙橋潤一様をお迎え致しま

した。髙橋委員長とは以前

より地区でもお会いする機会があり、3 か月前

に新千葉ロータリークラブの 50 周年式典でお

目にかかって以来となります。後ほど卓話をよ

ろしくお願い致します。 

リオデジャネイロ・オリンピックも間もなく

開催となりますが、今から 50 年ほど前の 1964

年に、東京でオリンピックが開催されました。

自分は小学生でしたが、戦後からの復興、発展

ということで日本中が盛り上がっていった時

期だったと思います。同時に、この頃から日本

のロータリークラブの数、会員数が右肩上がり

で増えて行く事になります。 

しかし 21 世紀に入り、ロータリアンの数は

2005年を境に伸び悩み、減っていきます。以前

の卓話で、会員拡大と、会員増強の違いについ

てお話をさせて頂きましたが、国際ロータリー

は、新興国、発展途上国への会員拡大に方向性

を見いだしていき、インド、ブラジル、アフリ

カ諸国などの国々のロータリアンの数が増え

ていくこととなりました。ご存知のように、イ

ンドは日本を抜き、アメリカに次いで第 2位の

会員数となっています。 

 国際ロータリーはロータリー財団との方向

性を一つに定め、方針として６つの重点分野に

表わしています。 

1．平和と紛争の予防 

2．疾病予防と治療 

3．水の安全 

4．母子の健康 

5．基本的教育と識字率向上 

6．地域と経済の発展 
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お分かりのように、すべてが新興国、発展途上

国の諸問題と一致します。  

2011—12年の RI会長はインドのカルヤン・バ

ネルジー氏でしたが、バネルジー氏は「インド

ではロータリーの水や識字率、保健衛生などシ

ンプルなプロジェクトが市民に受け入れられ、

ロータリーに対する理解が進んでいます。ロー

タリーに入りたい方々も増え、今やインドと国

際ロータリーは互いに理解し合い、象徴的な関

係になっています」と言われています。 

さて、日本のロータリー、2790地区のロータ

リークラブの現状とその対策はどうなってい

るのか・・。髙橋委員長のお話を楽しみに待ち

ながら、会長挨拶を終わらせて頂きます。 

 

理 事 会 報 告第２回理事会 

１）８月９月１０月プログラムの件  …承認 

２）１５-１６年度決算案の件     …承認 

３）１６-１７年度予算案の件     …承認 

４）両クラブスポーツ大会予算案の件  …承認 

５）副島新入会員カウンセラーの件  …承認 

６）６０周年記念例会決算の件    …承認 

 

幹 事 報 告 
【週報拝受】銚子東 RC 

1.2016-17地区大会のご案内 

2.財団室 NEWS8月号 

3.会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間ﾘｿｰｽのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

4.世話ｸﾗﾌﾞ訪問についてのお知らせとお願い      

…地区米山記念奨学委員会 

5.奨学生証送付・世話ｸﾗﾌﾞ補助金送金のお知らせ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6.2015-16年度インターアクト報告書 

…地区インターアクト委員会 

7.第 64回銚子市小中学校児童生徒・教職員科学

作品展の開催について 

…銚子市小中学校文化振興協会 

8.ちば里山新聞第 47号 

…ＮＰＯ法人ちば里山センター 

【例会変更】 

小見川 RC 

８月 10日(水)定款第 6条第 1節 Cにより休会 

旭 RC 

8月 12日(金) 定款第 6条第 1節 Cにより休会 

  26日(金) 観月家族会 点鐘 6時半 

銚子東 RC 

８月 16日(火)定款第 6条第１節により休会 

波崎 RC 

8月 11日(木)定款第 6条第 1節により休会 

八日市場 RC 

8月 16日(火) 30日(火) 

定款第８条１節により休会 

  23日(火) 夜間移動例会(暑気払い)の為  

柿岡屋点鐘 18時半 

 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます  

島田洋二郎会長  小田島國博会員 

(7 月 30 日)    (8 月 1 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆創業記念日 

佐藤 直子会員(8 月 1 日) 

永澤  信会員(8 月 1 日) 

伊藤 浩一会員(8 月 3 日) 

 

☆結婚記念日 

越川 信一会員(7 月 31 日) 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧坂本 尚史会員 

先日、岡山北西ＲＣにメークアップし、バナー

を頂いて来ました。 

 

卓  話 

「 会員増強・拡大月間にあたって 」 

国際ロータリー第２７９０地区 

管理運営統括委員会 

会員増強・退会防止委員会 

委員長 髙橋 潤一様（新千葉 RC） 

本日は、歴史と伝統

ある銚子ロータリー

クラブに卓話者とし

てお招き頂き、大変有

難うございます。それ

では最初にご質問さ

せて頂きます。 

 

質問 

【１】あなたはロータリーが好きで自分から入会

しましたか？ 
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【２】入会５年未満の方に聞きます。 

① あなたはロータリークラブを知っていましたか？ 

② ロータリークラブを好きで入った方はいますか？ 

③ そのロータリークラブは何をしているかは知っていま

したか？ 

④ なぜロータリークラブに入会されたのですか？ 

・JCの先輩に誘われて？ 

・その他の団体の先輩に誘われて？ 

・会社の取引関係に誘われて？ 

クラブの事業に積極的に参加していますか？ 

新入会員のオリエンテーションはためになりましたか？ 

炉辺会議はためになりましたか？ 

IMはためになりましたか？ 

親睦活動は積極的に参加していますか？ 

P.ハリスのロータリー創設の目的「価値観を分か

ち合える人を見つける」は現在も生きている。大

切なのは、誠実さ、多様性、寛容、友情、平和を

重んじ、人類への奉仕が人生最大の目的と信ずる

人と出会う事であります。私は P.ハリスと同様、

人生最大の目的は人類に奉仕することだと信じ

ております。 

従って 2016-17 年度のテーマは、単純に「人類に

奉仕する」ということであります。 

地区運営方針と行動指針（感謝を挑戦）案 

ジャーム会長は講演の中で、ロータリーは今、

岐路に立っているとして、新たな前進に向けた変

革と行動を求めています。 

 当地区会員数は、1995 年の 4,350 名をピーク

に減少に転じ、2012-13 年度には底を打ちました

が、未だ回復基調に転じたとは言い難い状況です。

この結果、2015 年 7 月 1 日現在、地区 84 クラブ

の半分の 42 クラブが会員数 30 名未満で、その中

の 16 クラブは会員数 20 名未満（9 クラブは 10

名以下）です。会員が少人数でもロータリーの目

標を忠実に実践し、積極的に活動を展開している

クラブもありますが、会員数が少ないと活動は自

ずと制約されると同時に、会員の年齢は確実に進

行するので、新会員、特に若手会員に加入無しに

は将来の活動が一層厳しくなります。 

 近年当地区において、毎年 100 名を超える新会

員が誕生していますが、同時にほぼ同数の会員が

退会しており、その多くは、高齢者及びロータリ

ーの活動について未だ十分に理解・知識を身に付

けていない入会 2～3 年の会員です。 

 このような現状を勘案すると、会員の皆さんが

ロータリアンになって良かったと思うようなク

ラブの活動・運営が重要であり、同時に活発なク

ラブの活動を仲間の輪の拡大に繋げる会員の意

欲醸成が肝要です。従って、地区は、元気なクラ

ブ造りのお手伝いができればと考えています。 

会員増強、退会防止委員会 

2016-17 年度 RI 最重点取組事項は、会員増強で

あります。 

 仲間の輪の拡大、そして会員増強は人的及び資

金の両面で奉仕を含めたクラブの活動拡大に寄

与すると共に、ロータリーの認知度向上に繋がる

ことであります。 

 RI が掲げる目標達成に向け、元気なクラブにな

るアイディア、施策、新会員の勧誘、退会防止に

寄与する事例、情報の提供等が取り組むべき課題

です。 

単に会員を増やすのではなく、奉仕活動に取り組

み、新会員を温かく迎え入れ、４つのテストを真

に実践するクラブ会員が重要と考えます。 

具体的成果ではなく「３ヵ年計画を立て、それを

文章として作成すること」です。つまり一時の純

増より計画性を重視することであります。 

会員増強において、一時的に増員には結びついた

ものの 2年後には元に戻ってしまった事を学んで

います。 

ロータリーに集う事の意義をきちんと語り、例会

を通じて互いに磨き合うことのできる人材を獲

得するのでなければ単なる「増員」となるにすぎ

ないのです。そしてやがてこの「増員」はクラブ

の中に様々な「きしみ」を生じさせてクラブから

活力を奪ってゆくことに繋がってゆきます。 

優秀な人材を、しかも出来る限り若い人材を増強

して下さい。その為には世代間ギャップを埋める

技術を学ぶことも必要です。 

新会員対象に研修セミナーを奨励する件 

近年、多くのクラブで、クラブの会員教育能力

や指導力の低下、会員増強の早急化等で、新会員

に対し、入会前後に満足な教育が行われていない。 

 その結果、少なからぬ新会員はロータリーに対

する基本的な知識、理解が乏しく、クラブへの愛

着、例会出席への意欲が感じられない。 

 よって、国際ロータリーの会議により、国際ロ

ータリー理事会はこのような状況を踏まえ、入会

3 年未満の会員に対する研修セミナーの開催を、
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地区ガバナーに推奨することとしました。 

 こうした地区研修セミナーにより、新会員の資

質が向上し、クラブ例会の活性化に貢献し、ひい

ては会員増強へと結びつくものであると考えて

おります。 

新入会員のオリエンテーションの事例 

PPによるオリエンテーション 

「ロータリーを楽しもう」 

毎月１回、計 10回のオリエンテーション 

第１章 ロータリーの発生史 「ロータリーとは？」 

第２章 日本ロータリー史 「日本ロータリー概要」 

第３章 ロータリーの目的 「わかりやすい解説」 

第４章 例会を楽しもう 「４つのテスト・ロータリーソ

ング・ニコニコ BOX他」 

第５章 五大奉仕 「クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕・青少年奉仕」 

第６章 知っておきたい人物名 「アーサーシェルド

ン」「アーチクランク」「ハーバードテーラー」

他 

第７章 知っておきたい略語と徽章  「RI ・ PG ・

PETS・GE・GN・GETS」 

第８章 知っておきたい名言集 「超我の奉仕」「 I 

serve」「We serve」「利己と利他の調和」 

第９章 奉仕の世界 「ロータリー財団」「米山奨学

金」「ポリオ・プラス」 

第１０章  セミナー案内 「三大セミナー」 

以上を参考に、自クラブでオリエンテーション

の検討をして頂き、クラブの活性化に繋げて頂き

たい。御静聴ありがとうございます。 

 

 

委員会報告 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

 ロータリーの友 8 月号では

今年 100 周年を迎えたロータ

リー財団の歴史が 8 ページに

亘って特集されています。今 

ロータリーに対して財団がど

の様に関わっているのかを、

考えながら読むと興味深いものがあります。また

16 ページからは数字で見るロータリーの会員状

況が掲載されています。国内の各地区における女

性会員のデータでは、世界平均では 21％に対し、

我が国は 5.7%であります。会員増強ではもっと

女性をターゲットにすべきと考えます。48 ページ

では、今年 4 月に規定審議会で決定されたクラブ

運営方針の解説がされています。皆様におかれま

しては、今後のロータリーの方向が決まる重要な

決定であります。充分読み込んで頂きたいとおも

います。友愛の広場では、東京多摩クラブの御年

90 歳の新入会員のお話し、熊野ロータリークラブ

の日本一早い初日出例会のことなど、楽しい話や

為になる記事が沢山掲載されています。 

遠山靖士親睦活動委員長 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同ス

ポーツ大会を開催致します。

ご多忙中とは存じますが、是

非、多数の会員のご参加をお

願い申し上げます。 

日時：8 月 23 日(火)  

集合 18 時 00 分  

試合開始 18 時 15 分 

場 所： 銚子エースレーン 

懇親会：甚作 19 時 30 分頃～ 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 

出席計算３８名 

出  席３０名 欠席８名 出席率 78.95% 

欠  席：伊東君・越川君・丸山君・大岩君 

櫻井(公)君・杉山君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

8/1 岡山北西ＲＣ 坂本君 

8/7 奉仕Ｐ委員会財団委員会合同セミナー 

石毛君・上総君・島田君・髙木君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥ 87,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  4,801 

米山 BOX ￥ 2,860 計 ￥  6,160  

希望の風 ￥27,100 計 ￥ 51,100 

次週１７日は休会です。 

次回のプログラム（８月２４日） 

「私の職業奉仕感」 

地区職業奉仕委員会委員長 中村 俊人様 

お弁当：黄鶴（中華） 

近県野球大会助成金交付  金秀斌君へ奨学金交付 

 


