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RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

会 計 金 子 芳 則 
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例会場  銚子商工会館５階大会議室 

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 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「出前教室に参加して」 

高瀬 幸雄会員 

永澤  信会員 

石毛 英俊会員 

 

前回例会報告（８月２日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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：  

国際ロータリー第２７９０地区 

会員増強・退会防止委員会 

委員長 増谷 信一様 

会長挨拶 

 早くも８月に突入いたしました。今夏は暑くな

る予報でしたが、梅雨明け後天気の悪い日が続い

ています。お互い体調には十分気をつけ盛夏を乗

り切りましょう。 

 本日はまず、RI 会長エレクトのサム・オオリ氏

が急逝されたという報が入ってきましたのでご

報告いたします。７月 13 日手術後の合併症で突

然亡くなられたそうですが、RI 会長としてアフリ

カでは２人目、ウガンダでは初の会長になられる

予定でした。RI からの「サム・オオリ氏を偲んで」

によりますと、オオリ氏は１９７８年にウガンダ

のクラブに入会されました。その頃は苦難の連続

で独裁者イディ・アミン大統領によるクラブへの

迫害も続きました。例会をひそかに監視するため

に部下を送り込んできたり、優秀なロータリアン

がアミン率いる軍に街頭で殺される。ある日、ク

ラブの目の

前で例会を

終えたばか

りの会員が

トラックに

押し込まれ

連れ去られ

るなど。し

かしオオリ

氏は強い決

意で翌週の例会に出席したそうです。それからオ

オリ氏がガバナーを務めた１９８８年からロー

タリーが大きく飛躍、ウガンダのクラブは９から

８９クラブにまで成長しました。同国でのロータ

リーの大成長はオオリ氏のおかげだと考えられ

ています。ちなみに RI 会長１０９人の出身地域

を調べてみましたが、北米が６８人（うち米国６

３人）で突出、ヨーロッパ１３人、アジア１１人

（うち日本３人）、中南米９人、オセアニア７人、

アフリカ１人（ナイジェリア）でした。バミュー

ダ、スリランカなども含まれていますが、ロータ

リーのすごい所は小国でも人物がすぐれていれ

ば RI 会長として活躍できる所だと思います。今

回の件は非常に残念ですがご冥福をお祈りいた

します。 

 今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。

会員増強は毎年大きな課題で、特に人口減少、経

済の停滞が続く地方都市では益々困難になって

くるでしょう。私も以前会員増強委員長をやらせ

ていただきましたが、会長以下全員がその意識が

ないと増強は難しいということ、そして入会候補

者へのロータリーとは何かという適切な説明が

できなかったことが印象に残っています。取りあ
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えず本年度は会員増強の為に、①第一例会後に増

強委員会を開く②入会候補者の例会見学を容易

にする。ことを行っていきます。本年度は純増３

名の目標をたてていますが、結果を出すために皆

様のご協力お願いいたします。 

 本日は地区会員増強・退会防止委員長増谷信一

様の卓話です。地区の最新の情報をお聞かせいた

だけることを楽しみにして会長挨拶とさせてい

ただきます。 

第２回定例理事会報告 
１）８月９月１０月プログラムの件  …承認 

２）２０１６－１７年度決算案の件  …承認 

３）２０１７－１８年度予算案の件  …承認 

４）両ＲＣスポーツ大会予算案の件  …承認 

５）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件…承認 

６）九州北部豪雨災害義捐金の件    

…承認 例会で募金箱をまわす 

７）出前教室の件  

…承認 ９月５日(火) 銚子中に於実施 

８）杉山会員出席規定免除の件    …承認 

９）ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ推薦の件  …承認 

１０）規定審議会制定案の件     …承認 

１１）千葉科学大学ＲＡＣ16－17 年度決算の件 

…承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

【活動計画書拝受】佐原ＲＣ 

1. 地区研修・協議会報告書拝

受 

2. 千葉緑ＲＣ会長変更のお知らせ 

3. 8.5奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾐﾅｰ 記念撮影ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

4. クラブ活動計画書の送付先について 

5. 財団室 NEWS 2017年８月号 

6. 会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間ﾘｿｰｽのご案内 

7. 夏季休業のお知らせ（8/14～8/18） 

8. 地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

…ガバナー事務所 

9. 確定申告用寄附金領収書について 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

10. 財団設立 50周年記念式典のご案内 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

11. 2017-18年度ロータリーの友手引書 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

12. 銚子市小中学校児童生徒・教職員科学作品展

に係る特別賞の交付について 

…銚子市小中学校文化振興協会 

13. お礼状        …さざんか園 

【例会変更】 

波崎 RC 

8月 10日(木)定款第８条第 1節により休会 

旭 RC 

8月 15日(火)定款第８条第 1節により休会 

8月 11日(金)休会（山の日） 

  18日(金)夜間例会 観月家族会  

点鐘 6時 30分 

銚子東 RC 

8月 15日(火）定款第８条第 1節(Ｃ)により休会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

永澤 信会員 島田洋二郎会員 寺内忠正会員 

（７月 27日)   （７月 30日)   （７月 30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） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 信太 秀紀会員 

7/28より連続4回にわたり大衆日報に六中出前

教室の講話内容が掲載されました。社員、親戚、

友人、知人等、銚子のみならず各方面の方より

さまざまな反響をいただいております。ありが

とうございました！というわけで大ニコニコ

です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「会員増強に対する考え方と活動方針・ 

退会防止について」 

国際ロータリー第２７９０地区 

会員増強・退会防止委員会 

委員長 増谷 信一様（柏西 RC） 
松本会長を始めと致します、 

銚子ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

改めまして、私は寺嶋ガバナー年度、管理運営統

括委員会の会員増強・退会防止委員長をお受け致

しました、第１０分区柏西ロータリークラブ所属



−3− 

の「増谷信一」と申し

ます。どうぞ、宜しく

お願い致します。 

 又、銚子ロータリー

クラブより、同じ管理

運営統括委員会のフ

ェローシップ委員会

に出向をしておりま

す「佐藤 直子」様に

は、大変お世話になっております。 

この、管理運営統括委員会は「会員増強・退会

防止委員会」「広報・公共イメージ向上委員会」

そして佐藤さんの委員会「フェローシップ委員会」

と 3委員会が兄弟委員会として、協力し合いなが

ら一年間活動をしております。 

 さて、今日の卓話は銚子ロータリークラブより

「２７９０地区の会員増強に対する考え方と活

動方針」「退会防止について」の２点についてご

依頼がございました。 

まず始めに、２７９０地区寺嶋ガバナーの「活

動方針」に、会員拡大・退会防止について次の様

に述べております。 

〇会員増強にあっては、女性会員の増強を推奨

し、会員となる可能性ある分母の拡大を図り

ます。 

 〇フェローシップと連携して会員相互の交流

をはかり、退会防止の一助と致します。 

又、会員増強については、明確に記載をしており

ます。 

・各クラブに対し、年度を通じての会員数の純増

を推奨下さい。 

・数値目標として、1 人あるいは１０％純増のい

ずれか多い方を目標とすることを推奨します。 

・伝統的な慣習を固持するクラブを除き、女性会

員の増強を推奨下さい。 

・全会員数に対する女性会員の割合を、５％引き

上げることを推奨いたします。 

以上が、寺嶋ガバナーの会員拡大についての記載

内容です。この内容を踏まえて、本年度会員増

強・退会防止委員会は『会員拡大は永遠のテーマ』

と題して２７９０地区内８３クラブ（合計３００

名）の拡大に挑戦して行きます。 

では、会員増強を銚子ロータリークラブは、現

在会員数は４０名（女性会員４名）ですから、ガ

バナーが推奨している事を数字で表しますと、会

員拡大は４名～５名（内女性会員は２名）をして

下さいと言う事に成ります。もちろん、会員拡大

が出来ない数字では無いと思います。 

しかし、現状はなかなか上手く行きません。ここ

で、銚子市について簡単に調べて参りました。銚

子市はかつて、千葉市に次いで県内２番目に市政

施行するなど、港町として活況を誇っていたが、

現在、人口減少率は県内３位となっており、近年

の少子高齢化を反映している。かつては、東総地

域の中心的都市としての役割を担っていたが、現

在、近隣の旭市や茨城県神栖市などに雇用口や商

業圏などが移り、市内の活気は薄れ、観光や水産

業などの面でも頭打ちの状況が続いている。と、

インターネットで銚子市を検索しますと出て来

ました。 

 今、銚子市は、銚子ロータリーと銚子東ロータ

リーの２クラブが有ります。ライオンズクラブは、

幾つ有るのですか？もちろん、青年会議所や商工

会議所青年部等も元気で頑張っていると思いま

す。しかし、このＪＣや青年部の卒業生は、もう

何処かの組織に所属をしていると思いますし、 

仕事関係やＰＴＡやサークル等も含め、出尽くし

ているのが現状だと思います。しかし、会員拡大

はしなくてはなりません。 

 私ごとになりますが、２年前櫻木ガバナーの時

に「フェローシップ委員会」委員長をさせて頂き

ました。地区内では、野球チームやゴルフ大会が

有りましたが、その他にも趣味グループを沢山作

るという事業を致しました。趣味別交流会では、

（音楽・俳句・刀剣・野球・写真・釣り・ウォー

キング・二輪車・四輪車）の９つのグループ別に

集まる交流会を致しました。その中で、二輪車の

会が発足し今年で３年目を迎えます。 

年に２回秋と春にツーリングを開催しておりま

す。現在３３名の会員登録が有り、まだまだ地区

内では後２０～３０名の二輪車愛好家が入ると

聞いております。皆様、覚えておりますか？ 

その時の、地区大会で「二輪車の会」が協力し、

ホテル１階入口に世界で数台しか存在しないオ

ートバイ４台を展示させて頂きました。 

〔ボスホス・アメリカ製８，２００ＣＣ〕 

〔ＢＭＷクライザー・ドイツ製１，０００ＣＣ〕 

〔ハーレーダビットソン トライク・アメリカ製

１，６００ＣＣ ２台〕です。２７９０地区のロ

ータリアンは、とんでもないオートバイを持って

いると、つくづく感じました。 

 ここで、一つ言いたい事はこの「二輪車の会」

の会員には、以前にロータリークラブに所属して

いる方や、趣味を通じて今度ロータリークラブに

入会しようと考えている方が数人おります。まさ

しく、フェローシップを通じての会員拡大になる

のではないでしょうか。 

会員拡大は、誰かが入れるだろうでは無く、会

長や幹事・会員増強担当委員長が中心となり、会

員一人一人並びに同業者や趣味仲間がグループ

単位で、本気で会員拡大に取り組む事が大事です。

そして、女性会員を増やす為には現役の女性会員

同志が連携をしあい、クラブや分区を超えての推

薦や紹介が必要では無いでしょうか！ 
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次の「退会防止」についてです。退会防止に対

しては年間を通して、年齢的な問題や病気・諸事

情を除き、スポンサーを先頭にクラブ全体で取り

組みフォローをして行くことが退会防止につな

がると考えております。 

毎年、年度切り替えの６月には多くの会員が退

会をしてしまいます、是非今から長期欠席者を含

めて、退会防止に取り組んでみて下さい。 

最後に成りますが、委員会の最初の事業としま

して、会員増強・拡大月間の８月２６日に「会員

増強・退会防止セミナー」を千葉市にございます、

カンデオホテルで開催を致します。是非、会長・

幹事・会員増強関係の委員長には、ご出席をお願

い致しますので予定に入れておいて下さい。話が

まとまりませんが、「会員増強」の卓話とさせて

頂きます。ありがとうございました。 

委員会報告 

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 
今月は「会員増強月間」となり

ます。ヨコ組の 8 ページから 12

ページに会員増強・新クラブ結

成として 6 クラブが載っています。

最初に会員増強としてあげられ

た埼玉県の大宮西ロータリーク

ラブですが、2010年に 42人まで

減少した会員数、以前は 100名を超えていたとのこと

ですが、それに危機感を感じ、「一人の会員から始ま

った会員増強計画」として 2010‐11年度の会長エレク

ト兼会員増強委員長が「会員一人が一人の増強」を

提案し、入会した新入会員からの紹介で 42 人の会

員を 3倍増の 126人とする計画を立てたそうです。表

題に「3本の矢でロータリーの魅力をＰＲ」とありますが、

大宮西 RC の特徴でもあるそうですが親睦の機会が

多いこと、クラブのゴルフ会では会員以外の参加を認

め、その中から会員になった方もいるということ・・また、

仕事の話はタブーとされていたけれど、この殻を破っ

て相互扶助というロータリーの原点にもどり、ビジネス

チャンスの利点を打ち出したこと・・ロータリーの両輪

である親睦と奉仕に加えてこのビジネスチャンスの利

点も加えた「3 本の矢」でロータリーの魅力を訴え、3

年後の 2013年・創立 50周年の年には 85名、4年後

の現在は会員数 113名となり、目標の 3倍増まであと

一歩と紹介をされています。 

また、タテ書きの9ページから12ページにもそれに

関した投稿が載っています。「クラブを訪ねて」という

項の高崎ロータリークラブについてです。10 ページ、

一年で会員を 64 名から 51人増やした伝説の会長と

して、現 2840 地区（群馬県）のガバナーの田中久夫

氏（高崎経済大学・教授）を紹介しています。20 年前

に高崎 RCに入会し、3年前に会長をしたとき、おとな

りの前橋 RC が 100 人を超えるクラブなので、その前

橋を抜こうと思ったそうです。田中氏の言うには「会員

増強の秘訣は、例会を面白くすること」ということ、そ

れを新入会員が口コミで広げてくれる、と言っていま

す。投稿の中で様々な方を紹介していますが、現会

員の中に、横浜 DNA ベイスターズのラミレス監督の

名前も有ります。また以前は中曽根康弘元総理のお

父さんも会員だったそうです。 

高崎ロータリークラブを調べましたら、創立は 1954

年、群馬県では桐生RC、前橋RCに次いで 3番目に

創立したクラブで、本年度当初の会員数は 121 名と

なっていました。群馬県内のクラブ数は 46 クラブ、会

員総数は 2100 名と紹介されていましたが、一クラブ

の平均が 46名ということになります。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出 席：３０名 欠席：８名 出席率 78.95％ 

欠席：青野君・木曽君・丸山君・宮内(秀)君 

大里君・富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

8/5奉仕Ｐセミナー  

小林君・松本君・佐藤君・高瀬君・髙木君 

8/7習志野中央ＲＡＣ 丸山君・髙木君 

8/8銚子東ＲＣ 神津君・大岩君 

8/8八潮ＲＣ  高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥111,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  5,951 

米山 BOX ￥  2,764 計 ￥  8,725  

希望の風 ￥ 27,000 計 ￥ 56,000 

次週８月１６日(水)は休会です。 

青少年奉仕委員会からのお知らせ☝ 

第 43 回 関東近県中学生選抜野球大会  

会 場：銚子市野球場 

開会式８/１９日(土)午前 8 時 

閉会式  ２０日(日)午後 3 時集合 

（メークアップの対象となります。） 

 

次回のプログラム（８月２３日） 

「銚商夢市場プロジェクト」 

銚子商業高校 教諭 石毛 宏幸様 

         お弁当：黄鶴（中華） 

 

 


