
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３００５号（２０１８年８月２２日発行） 

 

      

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

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   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

ガバナー補佐訪問 

「例会と親睦」 

第 8 グループガバナー補佐 高橋 宏資様 

 

前回例会報告（８月８日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長  櫻井  守様(千葉 RC・卓話） 

副委員長 藤﨑 一成様(銚子東 RC) 

会長挨拶 

本日はお忙しいところ遠路銚子までお越し頂

きました。2790 地区会員増強・維持拡大委員会

委員長櫻井守様に「会員増強は、クラブと会長の

最重要課題」と題して卓話をして頂きます。 

 それでは先週の活動報告をさせて頂きます。 

駅前花壇の台風対策ボックスについて、8月 5日

の地元日刊紙大衆日報に取り上げて頂きました。

台風１３号が近づいてきましたので、昨日設置

してきました。誰が管理しているかあまり知ら

れていないので、カバーに銚子ロータリークラ

ブと書きました。会員増強のためにも広報活動

していきたいと思います。 

 8月 6日（月）第 16回 WBSC女子ソフトボール

世界選手権大会予選リーグ A グループ台湾対オ

ランダ戦を成田市ナスパ・スタジアムに銚子東

RC の澤田会員と応援に行ってきました。残念な

がら 5 対 6 で台湾チームのサヨナラ負けとなり

ました。予選リーグを勝ち上がり、決勝リーグで

日本と対戦できることを楽しみにしています。 

 第 2 週ですので私の職業の建設業法について

話をさせて頂きます。事業主が建設業の許可を

取得するために必要な資格は、建設機械施工技

士 1 級、2 級（1 種から 6 種）、土木施工管理技

士 1級、2級（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）、

建築施工管理士 1 級、2 級（建築、躯体、仕上

げ）、電気工事施工管理技士 1級、2級、管工事

施工管理技士 1級、2級、造園施工管理技士 1級、

2級、建築士法で 1級建築士、2級建築士、木造

建築士などがあります。いずれも国家試験で年 1

回受験できます。それぞれの受験資格には、学歴

要件や実務経験があります。また建設業許可の

業種は 28業種に分かれています。一般建設業許

可と特定建設業許可があります。引き続き建設

業を営もうとする場合には、期間が満了する日

の30日前までに当該許可を受けたときと同様の

手続きにより許可の更新の手続きをとらなけれ

ばなりません。 
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幹事報告  
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進

月間ﾘｿｰｽのご案内 

2. 2018 年 8 月 Rotary Shop 

のご案内 

3. ロータリーデーBBQ大会 2018のご案内 

4. 直前ガバナー事務所閉鎖のご案内 

…ガバナー事務所 

5. ロータリーの理念ＤＶＤ拝受 

…2017-18年度地区理念研修委員会 

6. ｸﾗﾌﾞ会報郵送廃止・ＨＰでの閲覧のお願い 

…成田空港南ＲＣ 

7. 交通安全功労者表彰における被表彰候補者の

推薦について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

8. 第39回銚子市民ﾊﾞｻﾞｰﾙ大会全体会議について 

…銚子市社会福祉協議会 

会員の記念日 

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

小林昭弘会員 小田島國博会員 

(8月 8日)   (8月 3日) 

 

創業記念日   

伊藤 浩一会員(8月 3日) 

須永 清彦会員(8月 8日) 

ニコニコＢＯＸ 😊 

✧櫻井守様・藤﨑一成様 

会員増強・維持拡大委員会です。本日は卓話にお

招きいただきありがとうございます。 

 

✧阿天坊俊明会員 

7/26ＮＨＫ甲子園 100 回記念で名前ベストナイ

ンに選ばれ久しぶりに銚子商業が全国に名をと

どろきはせました。今後とも選手を指導し甲子

園出場に頑張らせますので今後とも応援よろし

くお願いします。 

 

卓  話        

「会員増強は、クラブと会長の最重要課題」 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長 櫻井 守様 （千葉 RC） 

 本年度地区会員増強・維持拡大委員長を務めさ

せていただきます、千葉ロータリークラブ所属の

櫻井守です。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、委員会の名称が「会員増強・退会防止委員

会」から「会員増強・維持拡大委員会」に変わりま

した。会員増強の 3 つの要素は、①新会員の勧誘、

②現会員の維持、および③新クラブの結成です。 

 長らく減り続けてきたロータリアンの数は、

2013 年に底を打った後は少しずつですが増加に

転じております。 

 直近の会員数を見ますと、世界のロータリアン

数は 1,202,515 人、日本は 88,672 人、我が 2790

地区は 2,799 人となっております。 

 会員増強はなぜ必要なのでしょうか？ 

 外部環境 

・日本の会員減少 

   （３ゾーンの維持） 

・ロータリーの広報 

・ＲＩからの増強の指示 

・女性会員の要求 

・他の会との競争 

・ＣＯＬからの期待 

・上部からの目標 

 内部要因 

  ・ロータリーの為に 

  ・クラブの為に 

  ・本人（入会候補者）の為に 

会員増強は、組織を維持して行くためには欠か

せません。増強によりクラブを維持し活性化して

いかなければなりません。何もしなければ自然減

などで毎年 5%～10％の会員減少がありいずれ消

滅してしまうことでしょう。 

会員増強は、クラブと会長の最重要課題です。

会長が増強への思いを強く決意して方針を掲げ、

その思いをクラブの会員すべてで共有すること大
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切です。 

クラブの発展は、会員を増やすことにほかなり

ません。クラブ会員増強委員会の役割は、この

「会長の思い」をクラブの会員に共有させること

です。また会長から増強への方針が出ていないと

きには、増強委員長が会長に働きかけ決意しても

らうことです。会長が増強に対して「強い決意」

をどれだけ強く抱けるかにかかってきます。 

そして会員増強委員会が、全会員一人一人に勧誘

する責務があることをクラブ内に浸透させること。

これが一番重要です。 

ロータリーの友、昨年の 11 月号に日本のロータ

リー100 周年実行委員会のアンケート調査の結果

が載っていました。そこに、クラブが直面している

課題で、会員についての回答結果がありました。 

１．会員の高齢化・・・52.9％のクラブが回答 

 ２．会員の減少    ・・・52.8％ 〃 

 ３．会員候補者不在  ・・・28.5％ 〃 

 ４．例会出席率低下  ・・・26.3％ 〃 

 ５．会員間の意識の違い・・・21.8％ 〃 

 ６．女性会員未入会  ・・・16.2％ 〃 

 ７．その他      ・・・ 8.8％ 〃 

この結果を見るといずれも会員増強にかかわり

がある問題で、高齢化、会員維持、例会運営に苦慮

し、研修不足から来る会員間の意識に開きあり、ま

た女性会員に対する根強いアレルギーが見て取れ

ます。 

橋岡ガバナー年度では、2 名あるいは 10％純増

のいずれかを目標とすることを推奨し、特に女性

会員と 30 歳代の若い会員の参加を推進するとし

ております。女性の会員比率は、日本では未だ

6.44％でしかありません。世界では 22.22％となっ

ております。当地区は 6.82%となっております。 

当地区の女性が在籍するクラブ数は 73.5％、83

クラブ中 61 クラブに女性が在籍しております。 

また当地区の 40 歳未満の若い会員の在籍率は、

わずか 0.6％、17 名でしかありません。女性会員

と並んでまだまだ開拓の余地があるかと思われま

す。 

若い会員の増強については、2016 年規定審議会

にて導入されたクラブ運営の柔軟性、クラブの自

由裁量権の拡大を最大限に活用し時代に即したク

ラブ運営が可能となりました。 

■クラブ運営の見直し 

・例会数を減らした／入会金の減額、廃止／会

費の値下げ／例会時間の見直し 

 ・奉仕活動の再検討 

 ・例会内容の見直し・楽しい雰囲気作り 

 ・勉強の機会を増やす 

 ・お互いを知る機会を増やす 

会員維持 

会員増強は、新会員を入会させただけで終わり

ではありません。 

会員維持は、増強以上に重要です。 

■会員がクラブを続ける理由は何でしょう？（ロ

ータリーの友 2017.11 月号） 

１．異業種交流が出来る …70.7％のクラブが回答 

２．生涯の友人・仲間ができる・・・70.0％  〃 

３．自己研鑽と学習・成長の機会･･･55.1％   〃 

４．例会が楽しい       ・・・52.3％  〃 

５．奉仕活動ができる    ・・・40.0％  〃 

６．心からの親睦が得られる  ・・・37.5％  〃 

７．奉仕の理念を信奉している・・・23.9％  〃 

８．ビジネスに活用できる  ・・・17.4％  〃 

９．世界の仲間とつながっている・・・13.5％  〃 

10．リーダーシップを発揮できる・・・9.3％  〃 

11．世界的問題の解決に貢献できる…8.0％  〃 

12．寄付が有効活用できる  ・・・6.9％  〃 

これらはロータリーの魅力であり、ロータリー入

会のメリットとして勧誘に活用できます。 

■あらためて退会の理由を整理してみましょう。 

 ・つまらなくなった 

 ・人間関係を築けなかった 

 ・なじめない 

 ・歓迎されていない 

 ・重要だと思われていない 

 ・クラブ指導者やクラブ運営に不満 

 ・年齢・家族・転勤・退職・経済的理由 

 ・活動がマンネリになった 

 ・派閥、飽き、意見対立、けんか 

 ・現在クラブでおこなっていることに関心がない 

 ・自分の健康上の問題 

 会員維持は、こうした退会の理由をなくすこと

にあります。 

■会員維持にはロータリー在籍年数別の対策が必

要です。 

【新会員】 

 ・入会時のオリエンテーション 

・本人に合ったプロジェクトに参加 

 ・同好会／勉強会／飲み会 

【3－10 年】 

 ・だんだん面白くなる⇔派閥？飽き？退職？意

見対立 

・役職が楽しければ、面倒なことも自分でやる 

  →クラブの指導的役割・地区のセミナー・

RLI・地区の委員 

【10 年以上（ベテラン）】 

 ・運営に不満、関心がない、面白くない、家族の

事情、健康上の問題、 

  退職、経済的理由 

  →クラブの委員長で再チャレンジ／地区の委

員会／同好会を主催／ 

   年会費の変更 

■まとめ：会員を維持するには？ 
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【維持＝クラブの充実、活性化が不可欠】 

奉仕活動・親睦を図る・例会の充実 

勉強会・炉辺会合・地区。世界、家族 

【防 止】  

出席率の向上・健康 

居場所・お誘い・声かけ ⇒楽しい例会の運営 

 細かに気をかける温かさが必要 

 丁寧な在籍年数別のケア（仕組み） 

≪くり返し≫ 

会長が増強への思いをどれだけ強く抱けるか 

   その「強い思い」を会員すべてで共有すること 

会員増強はクラブと会長の最重要課題です。 

「クラブの発展」＝「会員を増やすこと」にほか

なりません。 

委員会報告 小林 昭弘青少年奉仕委員長 

銚子・銚子東ＲＣ協賛事業 

関東近県中学野球大会のご案内 

球 場：銚子市野球場 

開会式８月１８日(土)午前８時       

閉会式   １９日(日)午後４時頃 

表彰式にて金メダル・銀メダル 

授与式を行います 

参加者はメークアップの対象となります。 

御多忙中の所恐縮ですがよろしくお願い致します。 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出席：２６名    欠席：１０名  

出席率７２．２２％ 

欠席者 

石毛（英）君・木曽君・神津君・村田君・大岩君 

高瀬君・富永君・鈴木君・高橋宏明君・山崎君 

 

【Ｍ Ｕ】 
8/18近県野球開会式(12名)  

石毛君・金島君・小林君・永澤君・宮内(秀)君 

大岩君・大里君・櫻井(公)君・須永君・寺内君・田中君 

常世田君 

 

 

 

 

8/19 閉会式

（9名）   

金島君・神津君・小林君・松本君・櫻井(公)君 

須永君・田中君 

寺内君・常世田君 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

クラブ研修・情報委員会 

【速報】 
シカゴ時間 8月 6日に開かれた会長指名委員会

は、2020-21年度 RI 会長に、 

スシル・グプタ氏（インド、デリーミ

ッドウェスト・ロータリークラブ）を選

出しました。 

 

 

8 月 18日（土）19 日（日） 

二日間にわたり熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
開会式終了後 

金島弘会長に

よる始球式 

 
 

 

閉会式・表彰 

☜深紅の優勝旗は滑川中へ 

 

 

 

準優勝チーム 

（明大中野中）へ 

メダルの授与☞ 

ニコニコ BOX ￥10,000 計 ￥85 ,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  5,331 

米山 BOX ￥ 2,100  計 ￥  6,901 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 50,100 

次週（８月２９日）のプログラム 

「新入会員卓話」 村田 等会員 

 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子 RC・銚子東 RC協賛事業 

第 44回関東近県中学生選抜野球大会 
：銚子市野球場 

 

 

 

 

 


