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2021年9月8日 第2340回 例会報告
卓話

「会員増強について」

田中 伸彦 会員増強委員長

本日のプログラム
9月15日（水) zoom開催
・卓話 「50周年記念式典について」
藤野 豊 50周年記念式典実行委員長

2021～22年度国際ロータリー会長テーマ
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
RI会長 シェカール・メータ

次週のプログラム
9月22日（水） zoom開催
・卓話
比留間 孝司 クラブ研修リーダー

２０２１～２２年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

クラブの未来を築くために行動しよう
第５０代会長 宮﨑 茂夫

・進行 内野 均 会場運営委員

・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

ZOOMによる第4回目のオンライン例会を開会し
ます。
田中伸彦会員増強委員長、本日卓話よろしく
お願いいたします。

・出席報告 内野 均 会場運営委員
会 員 数

31名

出席者数 出 席 率

2２名

100%

前々回出席率修正

な し

＊緊急事態宣言発令間の例会は全て出席扱い
と、理事会にて承認されております。

○ガバナー月信9月号及び9月のガバナーメッセー
ジをYouTubeにて公開
YouTube https://youtu.be/o4-skPUQzPc
6分30秒の字幕付き動画です。⇒資料①
○ガバナー月信9月号のP.1「こんな時こそオンライ
ンを使いましょう」というトピックに（黄色のマーカー
部分）名前は上がっておりませんが、我がクラブの
オンライン例会の実施までの事が取り上げられて
おります。⇒資料②～③
○2021年9月「基本的教育と識字率向上月間」の
リソース案内⇒資料⑦
○バギオだよりVol.86⇒資料⑩
○ヒューストン国際大会（2022年6月4～8日）と当
地区が現地で主催するガバナーズランチョンのお
知らせ動画を地区のYouTubeチャンネルに公開
⇒資料⑫
○「ロータリーの歴史年表」資料が1冊と「世界ポリオ
デートレインジャック」プロジェクト」（会員分）チラシ
が届いております⇒資料⑬～⑯
○米山月間資料は9/24以降に到着予定
○ロータリー文庫決算報告書及び予算書
⇒資料⑰～㉗
○8/27のラウンジchat(座談会）の動画を地区の
YouTubeチャンネルに公開
https://youtu.be/dC586wDI7dQ ⇒資料㉘
前年度にグローバル補助金プロジェクトを実施した
担当者3名による座談会
【ラウンドchatシリーズ 予告】
9/22（水）元気なクラブの座談会
9/24（金）コロナ禍での社会奉仕活動に関する
座談会
9/30（木）入会5～10年の方の座談会
10/13（水）コロナ禍での寄付に関する座談会
など10回程度企画中です
・時間は全て16-17時 登録不要。参加費無料。
○10/8第3回分区連絡会（当クラブホスト）は紙上
報告へ変更⇒資料㉙
○RLI第2回DL資格取得セミナー開催 ⇒資料㉚
・日時：10/11（月）9時登録開始
・会場：東武レバント東京
＊〆切10/1（金）

ガバナー月信9月号 黄色のマーカー部
分に当クラブの事が掲載されています。
ZOOM画面で紙面を共有表示出来るように
レベルアップ！ 幹事有難うございます。

・幹事報告 倉内 淳 幹事

〇9月ロータリーレート 1㌦110円
○ロータリーの友電子版のご案内 ⇒資料㉛
○嶋田哲男会員無事に手術が終了し退院したと連
絡がありました。まだ暫くは治療が続くそうです。
○事業計画書は今週中に完成予定。会員には郵
送します。

・委員会報告
○藤野 豊 50周年記念式典実行委員長

・卓 話 「会 員 増 強 につ い て 」
田中 伸彦 会員増強委員長

《活 動 方 針》
今年度50周年を迎えるにあたり、会員増強10名を
目標に活動して行く。
《実 施 計 画》
1．既存の候補者リストを見直し・整理し、入会可能
性の高い候補者には、再度積極的に勧誘して
行く。
2．会員一人一人が、身近にいる仲間を候補者とし
て推薦してもらう。
（会員一人が、一人増強すれば、倍増も可能）
3．事情があり、退会した元会員に、再度入会の声
掛けをして行く。
4．商工会と連携して、若い商工会会員と合同例
会を行い、ロータリークラブを理解してもらい、入
会に繋げて行く。

50周年準備委員会からのアンケート14名の提出が
ありました。
一番多かったのは社会奉仕・青少年奉仕合体によ
る地域貢献。
市内の学校・幼稚園まで広げて何かを企画するとい
う意見が多かったです。
他には友好クラブを作る・植樹・環境などです。
まだアンケートを提出してない方は、来週例会まで
にお願いします。
それにより検討し方向性を決めたいと思います。

会員増強に際し、まず初めにやらなければいけない
事は、自分自身がロータリークラブの事を、良く理解
しなくてはならない事。
（そうでなければ勧誘は出来ない）
そして、自分自身が、ロータリークラブが良い団体だ
と思い、クラブが好きで、その仲間が好きで、とても
楽しく、自分の友達も、その仲間に入れたいと思う
事だと思います。（そうでなければ勧誘出来ない）

皆さんZOOM操作にもだいぶ慣れてきました。
例会後、背景を変えたり、変装？をする方もお見受け出
来ました。宮﨑恒夫会員ZOOM操作お見事です！

ロータリークラブは、100年以上という長きに亘り引
き継がれてきましたが、今の若い人達から見れば、
敷居が高い、会費が高い、毎週昼間の例会は厳し
いと、なかなか理解してもらえません。
それをどう理解してもらい、入会してもらえるか・・・

私自身もロータリークラブの事を詳しく理解していると
は思いませんが、勧誘する時に、ロータリーって何？
奉仕って何？と聞かれます。
そこで答えるのは、決して難しい事じゃないよ、自分
が普段生活している中で、ちゃんと奉仕しているんだ
よと・・・
職業奉仕？・・・法律を守って、自分の会社をきち
んとやって、家族や従業員を守り、
幸せにする事だよ。
社会奉仕？・・・商工会役員などを一生懸命やって
いれば、それだけで社会奉仕だよ。
国際奉仕？・・・外人が居る飲み屋でお金を使えば、
その給料で、国に居る家族を幸せ
にできれば、立派な国際奉仕だよ。
青少年奉仕？・少年野球やサッカーで監督やコー
チをやっていれば、それだけで青少
年奉仕でしょ。

最後に、皆さんに対して大変失礼で、申し訳ありま
せんが・・・
皆さんが商売や色々なお付き合いを沢山している
中で、誰一人も推薦出来ないのですか？誰一人も
入会してもらえないのですか？と思う時があります。
皆さんは、本当にロータリークラブが好きなのですか？
本気で増強しようと思っているのですか？
私にも限界がありますし、事業計画でも述べたよう
に、会員一人が一人を推薦、入会してもらえば、会
員は倍増しますので、再度自分の周りを見渡して、
候補者が居るかどうか、真剣に考えて欲しいと思い
ます。
以上、私の想いでした。

そんな経営者が集まり、経営者の考え方や苦労を
共有して、勉強したり、経営者は孤独だからね、たま
に飲みながら、気楽に相談したり、話しが出来る仲
間の集まりだよ、と言ってます。
私も今まで、色々な面で、ロータリーメンバーに、ど
れだけ助けてもらったか、そんな会だから、仲間が
好きで、ロータリーは良い集まりだと思っているので、
まずは、大前提として、自分が好きで、入会させたい、
一緒にやりたいと思って勧誘しています。
そして、今までの良いところは継承しつつ、変えられ
るところは変えて、今の時代に合ったロータリークラ
ブを作り、若い人達にもっと理解してもらい、みんな
が充実してロータリーライフを楽しんだり、社会に奉
仕できるようにしなければ、若い会員は増えていか
ないと思います。

田中 伸彦 会員より
ホイットニーヒューストン出演の映画「ボディーガー
ド」の最後のシーンにロータリークラブ例会でケ
ヴィン・コスナーがボディーガードを演じているシー
ンがありました！

ロータリー事業ももっと世間一般の幅広い人達に貢
献出来てロータリークラブをもっと良く知ってもらえる
ような事業を行う必要があると思います。
その事業が広く社会に理解してもらえるような良い
事業であれば自ら入会してくれるような人も出てくる
と思います。そうでなくても勧誘すれば快く入会して
くれるようになると思います。
私は商工会会長をしていますが、商工会役員・女性
部・青年部のメンバーはみんな、色々考えて、一生
懸命社会奉仕をしてくれています。

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長

ですから、ある意味、50周年記念事業は、良いチャ
ンスだと思います。
今はコロナ禍で色々難しいかもしれませんが、毎年
決まった、当たり前の事業だけをするのではなく、も
う一度、会員全員で話し合う場を作り、良いところも
悪いところも洗い出し、入会の浅い会員も勉強して、
より良いロータリークラブを作り、会員増強に繋げて
いけば良いと思います。

◇ 創 立 1972年7月8日 ◇ 承 認 1972年7月20日
◇ス ポ ン サ ー ク ラ ブ 東 京 立 川 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
◎ 会 長 宮﨑 茂夫 ◎ 幹 事 倉内 淳
○ 副会長 比留間一義 ○ 副 事 荒井 孝育
□ クラブ会報委員長 波多野晃夫 副委員長 佐藤貢
委員 比留間重次、比留間孝司、比留間一義

東京武蔵村山ロータリークラブ
事務局/例会場 西武信用金庫村山支店2階
〒208-0004東京都武蔵村山市本町2丁目91-1
ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252
Ｅメール：t-mmrc＠ crest.ocn.ne.jp
●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

