国際ロータリー第２７７０地区

２０１３～２０１４年度

会長 小林 光蔵
幹事 中島 賴光
会長エレクト 染谷 宗一
ＲＩ会長テーマ
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
クラブ会長テーマ 「ロータリーは常にあなたをみがく」

平成２５年９月１９日
点鐘
国歌・ロータリーソング斉唱「我等の生業」
ゲストビジター
大宮西 RC 直前会長 中村 雅之様
会長挨拶
小林光蔵会長
（おはようございます）
と挨拶すると はいおはよ
うございますと挨拶を返す
人がいます。冒頭の(はい)
という言葉は口癖というよ
り、役職や年齢などで目下
になる人に対して、つい使
ってしまうようです。
(おうおはよう)と返す人もいるかもしれません。互いの人間
関係の距離次第では許容範囲に入る場合もあるでしょう。
それでも(おはようございます)と挨拶されたら普通に(お
はようございます)と返すのが基本でしょう。
私たちと周囲の人が糸で結ばれているとしたら、その糸は
とてつもなく太かったり、目に見えないほど細かったり、数
箇所でほつれて今にも切れそうになっていたりと様々です。
どのような人に対しても失礼にならない態度や言い方が
出来るように自らをしつける事は仕事の質を高める重要な要
素の一つといえます。
相手を認めて尊重し感謝の心を持って言葉を発していき
たいものですね。
幹事報告
中島頼光幹事
１ 地区より ２０１４－１５年度青少年交換派遣候補生
合格のお知らせ及び派遣学生スポンサークラブ説明会の案内
が届いております。
１０月２７日
（日）
１１時からカルタスホールにて行います。
２ 地区より地区大会の案内が届いております。
１１月 ９日（土）浦和ロイヤルパインズ
１０日（日）さいたま文化センター
３ 地区よりＲＬＩパート１開催のご案内が届いておりま
す。
９月１６日予定でしたが台風接近のため中止とさせていただ
きました。１０月１４日（月）に移行します。
４ ＲＩより「奉仕プロジェクトの流れ（ライフサイクル）
」
ウェビナーにぜひご登録ください。
ウェビナーとは、インターネットを利用したオンライン研修

第１９２５回例会

システムで（任意参加）
、どなたでも無料で参加できます。パ
ソコンの画面と音声を利用しますので特別な設備は不要です。
お名前とメールアドレスを入力するだけで登録出来ます。日
本語：日本時間：2013 年 10 月 15 日午前 9 時
委員会報告
◇新世代委員会
佐藤委員長
青少年支援受け入れホストファミリーの説明会を開催します。
◇社会奉仕委員会
小林委員長
市民祭りの協賛金、ご協力お願い致します。
行事 卓話「増強と維持」 大宮西 RC 直前会長 中村雅之様
本日の卓話は、大宮西 RC
がどうして会員増強を計れた
かと言う実話を話させて戴き
ます。
我が大宮西 RC も 25 年 30
年前頃には 100 名を有する時
が有りました。それが 3 年前
には 42 名と言う所まで会員減少してしまいました。
それでも
会員増強の計画案も無く何の変化のない例会を過ごしていま
した。42 名の会員ではゴルフ同好会も消滅状態になり、ゴル
フ大好き人間の私が大宮西ゴルフ会をウエストクラシックと
名付け、開催を年 4 回クラブと別建てで作り古参のロータリ
アンを中心に奥様方友人を連れて来てくださいと呼び掛け会
員増強に結び付けようと考えたのが始まりでした。
私の前第 49 第会長高橋パストが 42 名の会長はやりたく無
い、このクラブの会員倍増計画の時の声を上げ一会員一名の
紹介をキャッチフレーズに毎例会増強の話しかしませんでし
た。しかしながら他の会員は、そんな事は無理だと冷ややか
な感じで 2 ヶ月 3 ヶ月過ぎ、高橋パストが兼ね合いのある銀
行に会員の紹介を積極的に働きかけ、また自分の会社関連の
人々を合わせて 15 名位の新会員を迎える事ができました。
そ
の頃より古参会員も増強に気を使うように成って来ましたけ
ど、
しかしながら 60 才を過ぎた会員ではまた一対一の入会の
勧めでは全体に増強は無理です。
直ぐに断られてしまいます。
入会を勧めるに当り口上として「クラブの理事役員、会員選
挙委員会で是非貴方に入会をお勧めしたい。
」
複数の人の推薦
を受けた。と言う意識があるとそう簡単に断れないように全
会員でと言う雰囲気が必要です。それは、入会後に新会員の

方が全員に迎えて戴いたと言う気持ちで好感を持ってクラブ
ライフに親しむのが早く退会防止に繋がるからです。
会員増強について、60 才以上の人では入会をしても戦力に
成りません。若い人の増強を後のクラブの為にと思います。
では、若い人たちの考えは「ロータリーに入会をして」先ず
自分の会社の為に成るかどうか？2 番目に自己研鑽。そして
親睦奉仕とはっきりしています。そこで我がクラブでは、例
会に関係なく別の日の夜、若いロータリアンが中心に経営塾
を開催し、一般の若い経営者を誘い込み会員増強に繋げてい
ます。会員増強は、クラブで無く「クラブをチームに変えて
成し遂げる事が出来る」と思います。会員増強の第一は、入
会をして良かったと言う魅力作りが一番だと思います。倍増
が達成できれば後は勢いで 100 名、それ以上に成ると思いま
す。
スマイル報告
お世話になります。宜しくお願い申し上げます・・・・・・・・・・
大宮西 RC 中村会長
お客様、ようこそ・・・・飯泉、石田、小林、二川、黄国津、
佐藤（太）
、濱野、藤田、中村
お客様ようこそ。ごゆっくりして下さい！！・・・・・小林
中村直前会長、本日卓話ありがとうございます・・・・・・・
池田、小林、吉田、浅水、本田、岡田、清村、中尾、仁多見、
石川、久木野、糸賀、神谷、瀬尾、加藤、中野、染谷、遠山、
佐藤（陽）
、斎藤、荒井
本日もよろしくお願いします・・・・・・・・・・・・池田
来週木曜日は台北ツースタークラブ創立式典へ参加しま
す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤松
今週土曜日 20 時から BS フジ「久遠の響き」をご覧下さい。
太鼓叩いてます・・・・・・・・・・・・・・・・・仁多見
昨日は浅水さんとツーリングしました。良い天気でし
た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・深井
まもなく越谷市民祭りです。社会奉仕委員会に協力して下さ
い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林
２回欠席、すいませんでした・・・・・・・・・・・岩渕
本日、早退します・・・・・・・・・・・・・・・・水町
本日、遅刻しました・・・・・・・・・・・・・・・中島
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会報担当：荒井

――――― クラブプロフィール ―――――
☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
☆例
会
日 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
☆例会場・事務局 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp
幹事報告４の続きです。
奉仕プロジェクトには一連の流れ（段階）があり、それぞれの
段階が重要であることを理解する。
*
奉仕プロジェクトの実施が、ロータリーの戦略計画と
いかに関連しているかを学ぶ。
*
ロータリアンによる実際のプロジェクトの事例を学ぶ。
登録は、下記リンクをクリックし、お名前とメールアドレスを
入力するだけです。
日本語：日本時間：2013 年 10 月 15 日午前 9 時（米国中部標準
時間 2013 年 10 月 14 日午後 7 時）
<https://attendee.gotowebinar.com/register/4000512937063
529216>

登録後、確認メールが届きます。研修当日はそこに表示され
たリンクをクリックするだけです。なお、登録画面および確
認のメールアドレスで表示される日時は米国中部標準時間で
すのでご注意ください。
関心があると思われるほかのロータリアンにもこのメッセージ
をご転送いただければ幸いです。参加のリンクは共有できませ
んので各個人で登録が必要です。
登録された方には、終了後録音のリンクが送られますので後程
ご覧いただくことも可能です。
何卒、よろしくお願いいたします。
山本律子
国際ロータリー日本事務局 | 財団室
Tel 03.5439.5802
rotary.org<http://www.rotary.org/>

