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■司　　会　親　睦　北澤　正浩
■開会点鐘　会　長　安藤　公一
■出席報告

■オンライン　関口（大）、福村
■本日の欠席者　
岡田、東谷、宋
■他クラブ出席者
安藤、新川（横浜瀬谷 RC）、市川（地区）

■誕生日祝
内田会員　８．９
二宮会員　８.20
■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　コロナ感染者の増加の勢いは未だ衰えを見せ
ず全国で 20 万人を越えており、第 7 波の収束

の見通しは未だ立っていない状況です。当分の
間は、今までの感染対策を緩めることはできそ
うにありません。一方、連日の酷暑で身体のみ
ならず心までバテ始めてると感じるのは私だけ
ではないと思います。明日はようやく雨が降っ
てくれるようで、酷暑からは束の間開放されそ
うです。この暑さはお盆の頃まで続く予想です。
コロナ感染予防対策と同時に熱中症予防対策も
怠らず続けて行きたいと考えています。栄養補
給、睡眠、こまめな水分補給が大切ですね。
　変わって、明るい話題としては、7/31 に女
子ゴルフの勝みなみ選手が女子ツアー史上初
の 72 ホールボギーなしで優勝。米国ツアー挑
戦中の古江彩佳選手がスコットランドオープン
で最終日に 10 アンダーで回り逆転優勝。米国
ツアー参戦 1 年目での優勝はお見事でした。今
週始まる全英女子オープンもこの勢いを続けて
上位進出を目指して欲しいと思います。続いて
プロ野球ヤクルトの村上選手の 5 打席連続本塁
打。王貞治、バースの 4 打席連続を更新する記
録を達成しました。前述の二人ともに 22 歳で
す。若い日本人頑張ってます。そして昨日甲子
園で行われた第 26 回女子高校野球全国大会決
勝で横浜隼人が新潟の開志学園を延長の末 4-3
で破り見事日本一となりました。
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– 2 –

　7/29 に横浜瀬谷 RC の夜間例会に参加して親
交を深めてきました。
　7/31 の旭ジャズまつり北澤さんお疲れ様で
した。
　「旭ガイドの会」の加藤氏より卓話の提案の
メールがきましたので、回覧します。畠山重忠
関係の講演をなさっておられるようなので、一
度お話を伺ってみようかと思っています。
１）8/2 の奉仕委員長会議に市川さんがご参加
頂けることになりました。
２）8/19 青少年奉仕委員長会議に新川さんが
ご参加頂けます。
▶クラブ関係
３）9/14( 水 ) 例会時に第 3 回ｸﾗﾌﾞ協議会を佐
藤ガバナー補佐（新横浜 RC）の下、開催します。
４）9/28( 水 ) 例会時に市川ガバナーが来訪さ
れます。
５）既にご連絡申し上げていますが、お盆休会
が 1 週間ずれます。理由は二俣川ライフが 17
日お休みで当会場が使えないので 10 日に例会
を行い、17 日は休会となります。
■幹事報告　　　　　　　　　　新川　　尚
１）例会臨時変更のお知らせ
○横浜港南台ロータリークラブ
日時　８月 26 日㈮　夜間移動例会　
○横浜あざみロータリークラブ
日時　８月 31 日㈬　夜間移動例会　18 時点鐘
■職業奉仕委員会　　　　　　市川　慎二　
　鶴ヶ峰中学校にて、2023 年１月 26 日に職
業講話の依頼がありました。３名の講師で行い
ますので、希望があれば市川までお願いします。
■ニコニコ BOX
二宮麻理子／父の葬儀にご参列くださりありが
とうございました。

（二宮登氏より 30 万円寄贈）

　皆様父の葬儀にご参列いただきありがとうご
ざいました。まさかこんなに早く父がいなくな
るとは思っておりませんでしたので、例会の方
も休みが続いてしまって申し訳ありません。今

後もまだ父の関係の残務が全て終わった訳では
ありませんので、例会をお休みすることもある
かと思いますが、ご了承ください。
　父はチャーターメンバーとして在籍させてい
ただき、最後に何か想いがあるのではないかと
考え、葬儀の際皆様から頂戴しました中から少
し、ニコニコのほうで生かしていただければと
思いまして、寄付させていただきます。
　本当に父は皆さまがいらっしゃったから、や
り放題に出来て、亡くなったと思います。本当
に皆様お世話をお掛けしました。ありがとうご
ざいました。
内田　　敏／佐藤真吾さん本日のフォーラムよ
ろしくお願いします。
新川　　尚／佐藤さん、本日のフォーラムよろ
しくお願いします。
安藤　公一／①佐藤真吾さん本日のフォーラム
よろしくお願いします。②祝、日本一、横浜隼
人高校女子硬式野球部。③麻理子さんお帰りな
さい。
北澤　正浩／本日の会員増強フォーラム、佐藤
真吾さんよろしくお願いします。
横浜旭ジャズまつりへのご協力ありがとうござ
いました。特に猛暑日にご来場いただきました
新川さんには感謝です。
来年もありますので、よろしくお願いいたしま
す。
佐藤　真吾／厳しい暑さが続いています。皆様、
体調には十分お気をつけ下さい。
今日の会員増強フォーラム担当させていただき
ます。よろしくお願いします。
市川　慎二／佐藤真吾さん、会員増強フォーラ
ム宜しくお願いします。
田川　富男／増強大切です。佐藤真吾さん宜し
くお願いします。
中谷　逸希／佐藤さんフォーラム楽しみにして
ます。
五十嵐　正／佐藤真吾さんの会員増強フォーラ
ムよろしくお願いします。
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■会員増強フォーラム　　　　　佐藤　真吾
１．地区クラブ活性化セミナーについて

 「研修の目的について」　
　　　地区研修委員長　吉田　隆男（神奈川東）
１． クラブを活性化するための課題を明らかに
して、一つ一つのロータリークラブが元気になる
ためのセミナー

【元気なクラブになるためのステップ】
① クラブの３年～５年後のビジョン（将来像） を
　 検討する
② 会員が積極的に参加できる情報豊かな例会と
　 する
③ 会員全員でオープンなコミュニケーションを
　 図る
④ 後継者を育て、スムーズな引継ぎを図る
⑤ 会員間の交流を深める
⑥ 会員が心から関心を持てる活動に参加できる
　 ようにする
⑦ ロータリーのリーダーとなる人材を育てる
⑧ クラブ運営に必要な委員会を設置する
２． 規定審議会で採択された制定案について
　・クラブ人頭分担金
　・会員の所在地域
　・入会候補者
　・ローターアクターの例会出席等
３． 公共イメージについて
　「公共イメージ」の主体は外部にある
・地域社会がロータリーを認知しているかどうか
・地域社会がロータリーに関心を持つかどうか
　　　　　　　　　　↓
地域社会のなかで、クラブがどれだけ存在感を
持っているかどうかにかかっている
　　　　　　　　　　↓
・クラブの地域社会との普段の関わり方
・継続的な地域社会の奉仕活動
・会員の職業人として、地域住民としての普段の
　言動などから、地域社会に貢献するクラブの公
　共イメージは形成される
※ ロータリアンの行動規範
イ） 高潔さと高い倫理基準をもって行動

口）公正な取引、相手などに対し尊敬の念をもっ
　　て接する
ハ）自分の職業スキルを生かし、特別なニーズを
　　抱える人びとを助ける
ニ） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落
　　とすような言動を避ける
４． 会員増強について
・クラブの存続問題であり、元気なクラブにする
　ために重要
・クラブ全体で取り組むべきクラブ自身の課題
・「会員増強」は「仲間を増やすこと」
　　　　　　　　　　↓

「奉仕の理念」を信じ、ロータリーの諸活動に積
極的に参加する「仲間」を増やすこと
　　　　　　　　　　↓

「異業種交流ができる」
「生涯の友人、魅力的な仲間ができる」
「自己研鎖と学習・成長の機会」
「仲間同士の例会が楽しい」
５．クラブ管理運営について

【クラブ運営の課題】
・例会・委員会活動のマンネリ化
・ネット対応不十分
・ロータリーの研修不足
・公共イメージ・認知度の低さ
・ビジョン・戦略計画づくりの未着手
・奉仕プロジェクトの開発ができない
…………………………………………………………

「ロータリーの好循環」　
地区公共イメージ委員長　　大塚　正一（川崎北）
　日本のロータリーは会員数が減少しつづけて
います。近年、会員の高齢化が進んでいるうえ、
若年層の新会員が増えていかないのが大きな原
因です。そんななか、2020 年初頭から始まった
COVID-19 の感染拡大、それにともなう経済・景
気の後退が更なる会員数の減少を推し進めてしま
いました。これらは我々にはどうしようもない要
因です。
　でも、会員増強のために我々会員自身が何かで
きることはないのでしょうか。それを考えていき
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ましょうというのが、今我々会員果たされている
課題です。
ロータリーの好循環
ロータリーの活動には次４つの側面があると思い
ます。
●会員増強
●クラブの活性化
●奉仕活動の充実
● 公共イメージの向上

ロータリーの悪循環
　しかしながら、現在は以下のようなロータリー
の悪循環期が長く続いているように思われます。
　この悪循環を好循環に変えていくには、どこか

らでも良いのです。４つの側面のどこからでも始
められるはずです。どこから始めても、かならず
良い影響を次の側面に与えることができるはずで
す。しかし、それを実践するとなると具体的に何
をするのか、なかなか見つけることができない現
状もあります。そんな時こそ会員同士で話し合い
ましょう。それがクラブの活性化のひとつの形で
もあります。
　決議 23 － 34 にあるように利己と利他の調和
を目指すことが「ロータリー哲学」です。まずは、
そこから始め、そして自分自身でできること「自
己研鎮」と「会員意識の向上」をロータリー全体
の好循環の再スタートラインとしませんか。
…………………………………………………………

２．会員増強についての考え
　旭ロータリークラブそのものが参加をして楽し
く充実したクラブでなければならない
　少人数のクラブである事をポジティブに捉えよ
う少数精鋭・和気あいあい
▶クラブ活動を充実させよう
　例会の充実（会員同士の交流の場・ワンコイン
スピーチ）
　卓話の充実（外部卓話）
　親睦の充実（情報集会・懇親会・イベント）
　入会３年未満の会員へのサポート
　情報委員会・スポンサー会員の役割
３．具体的な方法について（ディスカッション）
■次週卓話　
８/17 休会　　8/24 二宮会員一般卓話


