
■司　　会　ＳＡＡ　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　新川　　尚

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
後藤、佐藤（真）

■他クラブ出席者
増田（地区）

■皆出席者表彰

■会長報告
　皆様こんにちは、昨日、今日と涼しい日と

なりました。気温の変化が大きく体調を崩し

やすいので十分お気を付けください。
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　台風 15 号が各地に重大な被害をもたらしま

した。被害に遭われた方たちの無事と早い復

興を願っております。こうした災害への対応

の最小単位は個人であり、ついで、家族、隣

近所であることは、昨年度の災害対策 wg の報

告からも明らかです。普段からの備えと近隣

とのコミュニケーションが大事であると改め

て思いました。

　先週の木曜日（20 日）はボクシングのフラ

イ級ノンタイトル 10 回戦が後楽園ホールで行

われ、元世界２階級王者・八重樫選手がイン

ドネシア人のサイド・サイド選手を相手に３

回１分 10 秒で KO 勝ちを収めました。来月の

体験例会では、そのあたりのお話も聞けるの

ではと楽しみにしております。

　公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より、

第 23 回世界スカウトジャンボリーへの協賛の

お礼状がきていますので、回覧します。

○地区関係

１）地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーディ

ナーパーティーのご案内

日時　10 月 26 日㈪午後６時～

場所　横浜ロイヤルパークホテル

申込締切　９月 18 日

参加費　20,000 円（１名）

　参加される方は事務局までご連絡ください。

２）2015 年度米山カウンセラー研修会

日時　９月 17 日㈭午後３時～

場所　メモワールプラザソシア 21

　二宮麻里子会員、出席宜しくお願いします。

修正出席率          100％

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

秋内　　繁会員　1 年 

二宮麻理子会員 ２年

佐藤　利明会員 １年

鈴木　茂之会員　２年

田川　富男会員　４年

関口　友宏会員  41 年

本日の出席数       23 名会  員  数 　 　 　 32 名

本日の出席率　　  92％
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３）2015-16 年度の R 財団ポリオへの使途指

定寄付のお願い

　地区より、使途指定寄付のお願いが来てお

ります。今年度は 2013-14 年度より開始致し

ました３年計画の最終年度に当たります。ご

協力をお願いします。詳細は後日、斉藤 R 財

団委員長よりご案内があります。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　９月１日㈫通常例会　点鐘 12 時 30 分

場所　北京飯店

■ peace feild  japan  村橋真理様よりお便り
○絆プロジェクトの件

　貴クラブの皆様からのご支援のおかげで

8/9 から予定通り絆プロジェクトを行う運び

となりました。参加者たちは準備万端だと連

絡が入っています。プログラムの期間中 8/19

㈬に横浜南ロータリークラブの有志の皆様が

合宿地である山梨県小菅村にお越しになり、

参加者たちと流しそうめんでお昼ごはん、そ

の後、カントリーミュージックを中心とした

コンサートを行いました。

　暑さ厳しき折くれぐれもご自愛下さい。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／松本委員長、フォーラム宜しく

お願いします。

市川　慎二／①松本さん、卓話宜しくお願い

致します。②先日のボクシング観戦、安藤さん、

青木さん、有難うございました。八重樫選手

の KO 勝ちでした。

松本　英二／本日は会員増強フォーラムです。

皆様よろしくお願いします。

福村　　正／松本さん、卓話楽しみです。

田川　富男／①皆出席祝いを頂きましてあり

がとうございます。②松本さん、卓話よろし

くお願いします。

斉藤　善孝／松本さん、本日の増強フォーラ

ムご苦労様です。

漆原恵利子／① 6/10、富士見学園の「地域を

知る」会議に出席した際に預かった謝礼をニ

コニコにいれます。②会員増強フォーラム松

本委員長よろしくお願いいたします。

秋内　　繁／皆出席祝い、ありがとうござい

ます。

岡田　清七／増強フォーラム、松本会員の良

い提案のあることを祈念しています。

吉原　則光／本日の例会、涼しくて生きかえっ

た感じがします。松本さん卓話楽しみです。

よろしくお願いします。

安藤　公一／① 8/20 に八重樫選手の試合を市

川さん、青木さんと共に観てきました。３ラ

ウンドで KO 勝ち。圧倒的な強さでした。②松

本さん、会員増強フォーラム宜しくおねがい

します。

二宮麻理子／①本日、皆出席お祝い有難うご

ざいます。②松本さん、会員増強フォーラム

よろしくお願いします。

関口　友宏／①昨日、弊社創立 50 周年記念

パーティーの席で、孫から花束の贈呈を受け

感激しました。地域とロータリーに感謝して。

②皆出席を頂き、ありがとうございます。

北澤　正浩／松本さん、増強フォーラムよろ

しくお願い致します。

青木　邦弘／① 8/20 ボクシング見学に、安藤

さん、市川さんと行きました。メインの試合

より４回戦の試合が盛り上がりました。②二

宮さん、ブルーベリー美味しかったです。有

難うございました。③松本さん、よろしくお

願いいたします。

福村　　正／ ycV に「街ひと来たる」という

番組があり今月は旭ロータリーチャリティー

コンサートの風景が一部入っています。

兵藤哲夫（休会中）／二宮さん、ブルーベリー

狩り有難うございました。

■会員増強フォーラム　    　　　  松本　英二

［松本増強委員長］
　本日は増強フォーラムで

す。私は入会して３年が経

ちますが、まだロータリー

クラブについて深くは理解

していない状況です。そこ

で３名の方に個人的意見で

構いませんので、お願いしたいと思います。

［五十嵐正］
　かつてクラブは 90 年三浦会長、91 年の北

澤会長時代は 66 名を有しておりました。私が

入会させて頂いたのは、まさに絶頂の 90 年２

月、増田さん、町居さんと３人同時入会でした。

その頃は、３人同時入会もさほど珍しいもの

ではなかったようです。

　当時、日経平均株価は 38,000 円を記録し、

現在の株価は２万円を切る状況でほぼ半分、

クラブの会員数も当時の半分と、数字的は符

号する処でもあります。また、旭区も若く人

口も毎年増加し続けておりました。ところが

25 年をすぎ、人口は横ばいで、高齢化が進ん

でおります。まさに左近山団地を見れば一目
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強をテーマに小グループ

に分かれて一生懸命話を

しましたが、結論から申

しますと自分自身は入っ

てきた状況を思えばお分

かりのように、ロータリー

の考え方に共感して入ってきた人よりは、は

るかに無理やり引っ張ってこられた方が多い

のではないでしょうか。ですから皆さんに聞

いても結局みんなで知り合いを当るしかない

よねとのことでした。

　福岡の方はこちらのようにチャリティーコ

ンサートとか岩沼との活動のように、そんな

に活動はやっていませんでした。100 名の会

員の内サラリーマン会員は４人位で、あとは

地元の事業主とか一部上場企業の社長とかい

う人が多かったです。ですから顔は広かった

ようです。地元出身の有名人とかに声を掛け

引っ張ってきたケースが多いようです。

　福岡の Rc は奉仕活動よりは親睦活動をメイ

ンにやっておりまして、気楽にお誘いできた

面があろうかと思います。年会費は 20 万円で

した。ニコニコは 100 人いて 150 万位で、こ

ちらは 30 数名で 150 万ですから、多分、みな

さん３倍も、お支払われていると思います。

それはそれで良いのですが。福岡の場合は皆

さん必死で増強に努めるというのではなく、

親睦がメインで、仕事のつながりで入会され

る方がいらっしゃいました。会員増強の議論

はやっていまして、例会を魅力あるものにし

ようとかいろいろな意見がございましたが、

人のコネでひっぱってくるのが現実的だと思

います。

　昨年の会長はバイタリティーのある人で、

会員増強に努力されておられました。結局の

処、会長が率先して、毎週のように増強を繰

り返す事で洗脳する、その会長は毎週のよう

に切り口を変え、会員増強の話をしておりま

したので、結構増えているのではないかと思

います。会長の増強に対する姿勢を示すこと

が、みんなに伝わるのではないかという気が

します。

［関口友宏］　
　バブルが弾け、少子高齢社会となり、増強

は益々難しいテーマとなっています。特に、

郊外型クラブの高齢化と会員減少が目立ち、

中心地との二極化が進んでいるようです。増

強の妙案などありませんが、若い人を入れな

ければ、クラブの活性化にならず、本質的な

瞭然であります。

　国全体から見ても、少

子高齢化がみられ、この

ような外部環境の変化か

ら、90 年代当時の会員数

に飛躍を目指すのは、現

実的ではないように思います。

　また、世界的に一クラブの会員数は 35 名内

女性会員は９名が平均値だそうです。我がク

ラブは女性会員をもう少し増やすと世界平均

になります。また、以前元 RI 会長の田中作次

さんに伺った処によりますと、クラブの年会

費は世界平均で 10 万円、横浜のあるクラブは

40 万円、世界的ににみても屈指の高額だそう

です。私も 65 才で年金生活を考えております

が、今現状旭クラブで会費以外もろもろの出

費合計が 50 万円と考えますと、私自身も払い

きれなく退会も視野に入れざるをえません。

　増強の方法に話を絞りますと、私はポイン

トは二点と考えております。先ず一つは、30 

名で無理なく運営できる、身の丈の運営に活

動を考えていく。運営のスリム化をする。（出

来れば会費の減額）

　二つ目は、増強を常に全員が意識する、ク

ラブ行事を機能させるというものです。クラ

ブ行事に定着させるには、３年以上はかかる

と思います。私は体験例会を提案しました。

体験例会がベストとは思いません。少しつづ

改善を重ねてより効果的な行事にし、当たり

前のように、時期が来ると会員全員が増強を

意識する習慣を定着させ、純増１- ２名を目

指し少しづつ増やしていければとよいと思い

ます。急に新会員を増やすと、研修等行き届

かない問題があるようです。

［松本増強委員長］
　体験例会のお話がありました。もう皆さん

にチラシはお渡りのことと思います。私自身

も２名はお願いしてありますが、職業がら突

然の仕事があるときは出席できないと念押さ

れております。チラシを無駄にせず、何方か

に渡して下さい。何かのきっかけになるかも

しれません。よろしくお願いします。

［秋内　繁］
　松本さんから福岡の Rc の話をしてほしいと

言われましたので、少し福岡の話をしてみた

いと思います。私の入った Rc は、福岡南 Rc

といって、福岡市内の Rc です。会員が 100 名

おりまして、例会もホテルオークラといって

凄い所でやっておりました。そこでも会員増
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解決にはなりません。そ

の為にはどうしたらいい

かに問題を絞り、議論の

機会を設けたらどうで

しょうか。自分が所属す

る諸団体や趣味仲間から

の候補者見付け等、いづれにしても、会員各

自の意識にかかわることです。

　５人編成位の班を作り、キャンペーンをやっ

たらどうでしょうか。

［松本増強委員長］
　３名の方に貴重なご意見を頂戴しました。

委員長就任の際、月間フォーラムで、皆様に

入会当時の事を思い出して、また何故辞めず

に続けてこられたか、それぞれご意見を頂戴

したいとお願いしました。どなたかお願いし

ます。

［太田勝典］
　今から 25 年位前、親友

の土谷会員から、「週１回

でいいから、お昼の食事

にこい」「ちょっと会費は

高いけどそれなりにいい

事もある」と言われまし

た。私は当時仕事の関係で毎週２回名古屋に

出張しておりました、毎週は無理という話を

したんですけど、つき合いで無理やり入った

のが現状です。当時会員は 66 名、会長は三浦

さんの時入会をいたしました。

　入った当初、毎週の出席は無理と話してい

たのですが、来てみますと今まで接したこと

のない素晴らしい先輩方が大勢いらっしゃい

ました。入った時に大勢の人と仲良くするの

は無理、２人でも３人でもいいから、いい先

輩を探しなさいと言われ、私はそれに添って

きたつもりです。入ってから、松本先生、矢

田さん、湯沢さんと、いろいろな人とめぐり

会えて、私はロータリーに入って良かったな

と思いました。当時、無理してもいいから一

年間だけは出席しろと言われました。一年間

が過ぎ皆勤賞を頂き、折角だからもう少し続

けるよう言われ、入って２～３年経って辞め

たいなと云う時期もありましたが、いい友を

得ましたので、続けてくることができました。

　やはりキッカケになったのは、無理やり入

れさせられたと云うことです。先ほど、福岡

の例にありますように、会長が率先してやる

べきという、手厳しいご意見がありましたが、

私が入った当時は三浦会長から言われ、土谷

会員が動いた結果と思います。

　入会当初は無理やりであっても、入った本

人が入って良かったと感じてもらうことが、

旭ＲＣにとって必要なことではないでしょう

か。無理やり進めるという事は、自分もそれ

なりに努力しなくてはなりません。私も入っ

て４～５人の方を紹介しました。

　毎年繰り返し増強で言われているとこです

が、口ではいうけど中々つれてこない。私は

無理してでも友達をつれてくる、それは決し

て悪いことではない、その人にとっても良い

ことだと云う気持ちを持てば、無理してでも

連れてくることは出来ると思います。

　私は、言いづらいこともあえて言わなくて

はならいない立場でもあると思いますので言

わせて頂きますが、会長自ら率先して強い意

志をもって会員に語りかけ、会員がそれぞれ

のコネでお声掛けをし、「入会することは本人

の為になる」という信念を持って進めること

が必要なことと思います。また、個人攻撃を

するのではなく、みんなで協力する姿勢を作

る為にも、個人の入会紹介実績を数値で表す

こともあってもよいのではないでしょうか。

大変厳しい言い方かもしれませんが、増強は

皆でやるという雰囲気をクラブ内で作ること

につながるのではないでしょうか。

［福村　正］
　私は再入会をした際は、

湯沢さんと内田さんがあ

る日突然外来にお見えに

なり、戻ってこないかと

のお誘いを受けました。

ロータリーの良さは実は

辞めてから分かる面もあります。これも一つ

の縁ですので、退会なさった方も、みなさん

個人個人でなんとか繋ぎとめて頂いて、再入

会を勧めて頂いてもいいのではと思います。

　先ほど高齢化を言われましたが、確かに少

子高齢化です。私は今別のことを認識してお

ります。平均体力と云うのが、10 年前の 60・

70 才代の方よりが今の 60・70 才の方が平均

体力が高いそうです。運動能力、活動能力も

高いので、ただ単に高齢でどうのというのは

ないそうです。ダメ元でよいから、退会され

た方々に機会あるごとにお声掛けをするお骨

折りに期待したいと思います　

■次週の卓話
　9/9 ㈬　職業卓話　　　　安藤　公一会員        
　　　　　　　　　　週報担当　漆原恵利子


