国際ロータリー第２７７０地区

２０１５～２０１６年度

会長 中島頼光
幹事 遠山浩人
会長エレクト 瀬尾拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』

平成２８年３月１０日
【点鐘】 中島会長
黙祷
【ロータリーソング斉唱】手に手つないで
【ロータリーの目的唱和】
【ゲストビジター紹介】ＲＩ2770 地区副幹事 染谷宗一様

【会長あいさつ】

中島会長

皆様こんにちは
台湾に無事役目を完了して
参りました。
到着当日より大変な暑さ
で冬の恰好からいきなり夏の
恰好になりました。
高雄より台湾いりしたのはクラブで初めてではないかと思います
まだまだ台湾情緒の残る街並みで 20 年以上前に遡った感じが致
しました。
地震の被害は全然見受けられませんでした、いたって平常でテレ
ビ等のニュースはと思われる感じでした
1 日目、2 日目と高雄の観光に時間を割き 3 日目の朝、台中に入
り歓迎会、図画展表彰式。
29 周年式典とあわただしい時間でした。
高雄のホテルは、7 年前に石塚会長年度に式典、姉妹締結調印
式を行った場所で
大変懐かしく、また前の川（川の名は不明）きれいに整備され、街
並みも大変きれいになって
おります。台湾の報告は後日発表がありますので、これで控えま
す
そして本日ガバナー月信が届いておりますが、先日12 月にクラブ
の餅つき大会ありました
そのことが月信に紹介されております、餅つき大会の集合写真に
直前ガバナーの濱野英美
さんが中央に入っておりますの別すりで入れました。どうぞご覧く
ださい。
本日は報告ということで会長あいさつとさせていただきます

第２０４５回例会

【幹事報告】
遠山幹事
① 3 月 4 日～7 日 台中南 RC 29 周年式典 に代表で参加さ
れた会員の皆様、お疲れ様でした。飲み疲れはなさそうなので安
心しました。
②瀬尾エレクト、3 月 4 日～5 日の PETS、お疲れ様でした
怒らないで無事、研修されたようで安心しました。
③3 月 13 日、米山記念奨学生、庄華さんの終了式があります。
出席される中島会長、吉田カウンセラー、宜しくお願いします。
④3 月 16 日、吉川ロータリー45 周年記念ゴルフに当クラブから
12 名参加されます。
優勝を狙って当クラブの名前を上げて来て下さい。
スタート表は FAX してありますのでご確認下さい。。
尚、配車に関しましては各自、スタート毎に調整お願いします
⑤台中南地区地震義捐金のご協力お願いします

【家庭集会報告】
第１斑
発表者 加藤会員
出席者
９名
中島会長、遠山幹事、
岩淵ロータリー情報委員長、
神谷班長、石田会員、
本田会員、深井会員、
奥野会員、加藤会員
テーマ ・出席率の向上 ・クラブ活性化
・例会出欠のＦＡＸに対して欠席の理由を記入していただく
・メイキャップカードを上手に使って頂く有効に使って頂く
・委員会ごとに、委員長府副委員が委員の方々に声掛けをしてい
ただく
・各委員会（会報、出席、スマイル、etc）委員間で穴が開かない
ように持ち回り当番で役目を果たすべく出席していただくべく努
力をする
（例会当日無断欠席する委員がいます、責任感にかけると思い
ます）
・「地区は数字でしか見ない」が現実

・浅水年度に出席率が悪いクラブではまずい
・メイキャップカードを上手に使っていくのも一つの方法だが実質
の出席率を上げるように努力していかなければならない
・紹介者や、各委員会の中で月に一回の出席を促し休みの多い
会員にはお声がけをしていきながら例会、ロータリーに対しての
意識を考えていただく
・会費を納める
・広報を読む
・例会に出席する
ロータリーの基本項目を忘れないでほしい
・他クラブ(モーニングクラブ)にメイキャップの利用をしたい。昼出
席が難しいときに夜間例会に出てくださいと声掛けをしていく
・プログラムでの卓話者を欠席のない新しい会員にお願いする
・欠席→退会に繋がっていくケースが多い
一か月連続欠席の方はチェックしていく
・ランダムな席順は有効で毎回違う席順良いことだと思います
皆に接触しながらコミュニケーションの糸口を広げ、会員同士で
なじむ事が大切です
第２班 発表者 長澤 幸義
出席率の向上・（検討課題）
１例会が楽しくなければ出席参加
したいとは思わない
２仕事を続けるか？ロータリーに
行くか？いつも悩む
３行く価値がなければ出席したいとは思わない
４平日の昼間に時間を作るのは大変
５一回休むと行きずらくなる
６新メンバーと古株メンバーの２極化が進んでいる
７卓話は元来面白くない
８入会したころと考え方が違う(何十年前の吉田さんの意見)
９昔は積極的に話した 今はない
１０理事の人は理事としての自覚を持ってほしい
１１プログラム委員は会員のやってほしい事をまとめるべきだ
１２今の若い子は積極性に欠ける
１３メイキャップに一人で行くのは勇気がない
１４自分たちの例会も出ないのにメイキャップで他のクラブの例会
に出るわけにはいかない
１５例会が面白いか面白くないかはどうでもいい、スーツに着替え
たりする時間がもったいない
(継続及び伸ばしていきたい事)
１出席率９０％を目標に最低８０％はいきたい
２休みがちな人に声を掛け合う
３斉藤さん卓話は企業紹介だけではなく、企業の長としての先見
性や理念などの話をしてくれて価値があった
４例会で商売の事など勉強したい（特に経営者としての先輩の意
見があるといい）
５せっかく５０人の人と出会ったのだから積極的に話そう
６士業が多い越谷南の長所(弁護士、税理士、司法書士、行政書
士)
７商売につなげていくことが大切
８越谷市として全体で考えＲＣだけではなく、地域の活動にも積極
的に出ていくことが大切
９役割分担があれば出席するのでは

１０バランスの取れたプログラム（卓話、ロータリーの話）
にすれば例会が楽しくなるのでは？
１１外部卓話を増やしたらどうか？
１２メーキャップは自分から飛び込んでいくことが大事
１３メーキャップは知り合いができる・・浦和や東京に行く
１４ガバナー輩出クラブとして２７７０地区の見本になっていく
(その他)
１他クラブで出席率９０％以上って本当？
２長期欠席者を除き、出席しなく罰則がないから出席したくないの
では？
３地区に行ってる人のメーキャップを他人に利用していただく(た
だし根本的な解決ではない)
４出席を義務とするか権利とするか
５そもそもロータリは、会費を納める、例会に出る、ロータリーの友
を読むが３大義務である
（具体的な行動として）
① びょうきのさいの出席免除を有効活用する(診断書)
② 休みがちな人にカウンセラーをつけては？
③ メーキャップした事がない人たち（メーキャップに行ってみた
い人たち）をまとめていく
中島会長のトップダウンで出席委員長へ協力要請
吉田パストを中心にメーキャップツアーまずは２７日川口モー
ニングへ
(クラブの活性化)
そもそも出席率が上がればクラブは活性化する
第３班 ２月１０日 木曽路
発表者 小林 武弘
出席者 中島会長、清田、佐藤
陽二、海野、岡田、小林武弘
(出席、活性化)
ロータリーを理解する 意識
入会時にどれだけ情報の提供が
できているか
質と量
プログラムの重要性
参考（ 越谷クラブ ９１名 前年度６名入会４名退会）
大切なのは新陳代謝ができている

第 4 班 2 月 5 日 午後 6 時 ステーキセゾン
総勢 12 名
・若い人たちが興味や関心を持てる
クラブにする
・プログラムが重要、出席したくなる
例会にすることが必要
ロータリー以外の卓話が必要、地
区の人の話はロータリーの同じ話ばかりなのでつまらない。
プログラムについて
地区の行事に左右されやすい。クラブで自由に決められないと
いう事情がある。
・入会間もない会員の中ではクラブに面白さを感じないという意見

・一方、メーキャップも身についているし、例会出席は苦ではない。
卓話は勉強になる
川口モーニングのように朝の例会をやってみては？
・岩淵さんが会長の年度
夜の例会を復活させてみてはという意見
ただ、夜の例会をやっても出席率はあまり変わらなかったという
意見
・各委員会が活発ではないので委員会活動を活発にする必要が
ある。
ＪＣについて
・ＪＣは会員全員が活発に活動をしている。毎年違う活動をしてい
る。参考にしてみては
姉妹クラブの台湾
・研修会のような外部の著名人の卓話が多い

5 班家庭集会 2 月 3 日

発表者 石川
班長斎藤パスト会長
参加者中島会長、岩淵ロータリー
情報委員長、深井パスト会長 飯
泉会員、久木野会員、白井会員、
土井会員、石川会員、計 9 人
出席率の向上
※仕事の都合でなかなか出席できない。
対策＊何か自分の役があれば、出てこられると思う。
※入会したての頃は先輩の話を聞いているだけでいいと思っ
た。
対策＊共通の話題がれば、新しい楽しめる例会になれば。
※個人で仕事している人はよけいに時間がとれない。
今まで朝、夜、曜日を変えてもうまくいかなかった。
対策＊ＦＡＸ例会案内の欠席の時名前だけじゃなく、欠席の理
由を書いてもらい、対策をその都度考える。
※他クラブへメーキャツプ出来る限りする。しかし知らない所
へいけない。
対策＊先輩が一緒に同行出来る環境や仕組みを作る。
※自分の成長につながると思って入会した。
対策＊ベテラン経営者の卓話を多くする。
自分の仕事をアピールできる場を設ける・

【スマイル報告】

台湾無事行ってきました
中島会長
家庭集会報告御苦労さまです
中島会長
水町委員、中野委員、池田委員、金野委員、石野委員、
石塚委員、加藤副幹事、中村委員、染谷委員、神谷委員。
岩淵委員、荒井委員、
台中訪問に行かれた皆様お疲れさまでした
木佐委員
飯泉委員、岡田委員
前回結婚祝いのスマイル少なく今回出させて頂きます
奥野委員
記念月祝いありがとうございました
本田委員
先月加藤さんの保険に加入致しました大変親身に考えていた
だきました皆様保険の加入はぜひ加藤さんへ
長澤委員
出席報告ありがとうございました 飯泉様
田中委員
家庭集会報告頑張りました
石川委員
先日無事ペッツ終了しました
瀬尾委員
台中訪問、家庭集会報告ありがとうございます 瀬尾委員
今月もよろしく
深井委員
４月２日グランドゴルフ参加お願いします
中村幸江委員
ご無沙汰してます
野呂田委員
台湾行ってきました皆様方によろしくとのことでした
小林光蔵委員
台中に初めて行ってきました良い経験ができました
小林武弘委員
台湾楽しかったです
濱野委員
本日早退します 赤松委員、斉藤委員、仁多見委員

スマイル合計 33 件 42000 円

【出席報告】飯泉委員
例 会 日
会

年会費30万円ロータリーに何のために入会したのか、3大義務
の例会参加は一番大事、出席率の低い人にはカウンセラーを
付ける。
質問
染谷 地区副幹事
川口ロータリーへ行って越谷南さんは大変ですねと言われた
(田中、小林、長澤、吉田)で行った
ジーパンはだめなのでは？

平成２８年３月１０日
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※ＦＡＸの例会案内を見逃す。メールでの案内をしてほしい。
＊ホームページを活用する。
各行事案内などもホームページに掲載する。
今現在ホームぺージの更新が止まっている状態、事務局任
せになっている。
対策＊ホームページ専門の小委員会を作ったらどうか。

岡田委員
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会報担当：野呂田昭仁

――――― 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

