国際ロータリー第２７７０地区 ２０１６～２０１７年度 越谷南ロータリークラブ 会報

会長 瀬尾拓也
会長エレクト 赤松則宏
幹事 加藤修子
会報委員長
荒井信宏
ＲＩテーマ：人類に奉仕するロータリー
地区テーマ：楽しいロータリークラブを作り上げよう

平成 28 年８月４日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】
入会予定者 吉田明浩様（常陽銀行）
地区増強維持委員会 委員長 河原畑光一様
委員
海老原光男様
越谷北ロータリークラブ会長 松井昭夫様
幹事 須賀篤史様
財団奨学生
寺戸佑希様

第２０６５回

例会

ろしくお願いいたします。
財団奨学生の寺戸さん、おかえりなさい。後程、少しお話
をいただければと思います。
そして、常陽銀行の吉田支店長、ようこそお越しいただき
ました。一日も早く正式な会員として、お迎えしたいので、
さっそく手続きを進めたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。
皆様、どうぞごゆっくりお過ごしください。
さて、今月は行事のオンパレードです。お盆を挟んで、青
少年交換の大野さんがメキシコへ出発、
マリアナさんが来日、
台中南区ＲＣとの子弟交換の来日、納涼ＢＢＱ大会そして、
サッカー大会と一気に忙しくなります。皆様には各事業、行
事に出来るだけご参加の上、ご協力をお願い申し上げます。

【誕生祝い】
中野会員、神谷会員、飯泉会員、野呂田会員、佐藤会員
おめでとうございます。

【会長あいさつ】
瀬尾会長
皆様こんにちは。
本日は、たくさんのお客様がいらしていらっしゃいます。
地区増強維持委員会 河原畑委員長様・海老原委員様には、
後程増強について卓話をお願いいたします。皆様とともに、
今一度増強について考えて行きたいと思います。
越谷北ＲＣの松井会長・須賀幹事 ようこそお越しいただ
きました。いつも大変お世話になっております。後程、ご挨
拶を頂戴したいと存じます。今後とも仲良くお付き合いをよ

【幹事報告】
加藤幹事
１．理事会での承認事項
（協議事項 1～12）
２．吉田明浩様の入会が理事会で承認されました。入会手続
きに入らせて頂きます。
３．10 月 23 日（日）開催「第 42 回 越谷市民まつり」へ
の協賛について、詳細は社会奉仕委員会より
４．青少年交換学生、大野さくらさんへの餞別 95000 円集
まりました。ご協力ありがとうございました。
５．奉仕プロジェクト部門セミナーが開催されます。
日時：２０１６年８月６日（土）
登録開始：午後 12：00～
点
鐘：午後 12：30 終了予定：16：40
場
所： 越谷サンシティホール（小ホール）
出 席 者：瀬尾会長、加藤幹事、田中職業奉仕委員長、
久木野社会奉仕委員長、小林国際奉仕委員長、
赤松奉仕プロジェクト委員長

６．次年度管理運営部門セミナーが開催されます。
日時：８月７日（日）
受付：13 時 30 分
点鐘：40 時 00 分
場所：清水園
出席者：瀬尾会長、池田管理運営部門委員長
７．休会のお知らせ
8 月 11 日
（クラブ定款第 6 条第 1 節（ｃ）に基づく）
８．例会変更のお知らせ
8 月 25 日
（越谷南ロータリーカップサッカー大会）
９．事務局ホットウィークのお知らせ
８月１１日から８月１６日まで
【委員会報告】
・青少年委員会 水町委員長より
越谷南ロータリーカップの案内
8 月 24 日(水) 9：00 開会式
8 月 25 日(木) 11：30 決勝戦
13：00 閉会式
皆様の出席をお願い申し上げます。
【ゲストよりご挨拶】 越谷北ロータリークラブ 松井会長
本日は伝統ある南クラブ様に 5 年ぶりに伺いました。ガバ
ナーを2 名も輩出しているクラブに表敬訪問できることは光
学の至りでございます。
また、ポルトガル・リスボンでの世界大会に南クラブの皆様
と参加できたことは私の思い出の1ページとして心に深く残
っております。
様々な事業を行っている南クラブ様は我々北クラブとしまし
ては、大いに勉強になるところでございます。今後ともどう
ぞよろしくお願い致します。
越谷北ロータリークラブ 須賀幹事
皆様、今年度越谷北 RC で幹事を仰せつかりました須賀でご
ざいます。
本日初めて南クラブ様に訪問できて非常に光栄でございます。
現在開催しています越谷ジュニア甲子園野球大会の PR も兼
ねてお伺い致しました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

【Ｒ財団派遣学生ご挨拶】 寺戸佑希さん

【卓話】

地区増強維持委員会 河原畑委員長

皆様こんにちは
まずお話しをさせていただきます前に、広報部門との合同
セミナーで広報部門さんが増強のために、ロータリークラブ
とはどういうことをしているのかという、地域の皆さんに知
っていただき認知度を上げていただけるように、ＤＶＤを作
ってくださいましたので、そちらをご覧いただきたいと思い
ます。
ＤＶＤ 視聴
ご覧いただいたこのＤＶＤは広報部門から各クラブの進
呈されるとのことですので、これを入会予定者や候補者に見
ていただき、少しでも事前に理解していただいて入会しても
らえばより効果的ではないでしょうか。
それでは次にスクリーンを見ながら説明を兼ねてお話しさ
せていただきます。まず初めにただいまご覧いただいており
ますのは、今回の部門セミナーに先立ちまして地区内の 73
クラブに事前にアンケートを実施させていただきました。73
クラブ中、67 のクラブからのご回答をいただきまして、そ
のアンケート結果をグラフにさせていただいております。
このグラフは増強に取り組む際に、増強のテーマをお決め
いただいているかどうかという質問に対しての回答内容です。
テーマを決めて取り組んでおられるクラブは２７％でした。
７割以上のクラブはテーマを決めずに増強に取り組んでいる
ようです。決めているテーマやスローガンで多かったのは、
「1 会員 1 名増強」や「全員が増強委員長で実施する」をテ
ーマにしておられました。それから目標の数字を上げてテー
マにしているクラブがたくさんありました。
次は入会された新入会員の入会式を実施しているかどう
かのグラフです。９８％で実施しており、ほとんどのクラブ
で入会式を行っておりました。
次は入会に際して決まった言葉や文章はあるかとの質問
に対しまして、ほぼ半々で決まった言葉などを用意している
ようでした。内容は、
「会員一同心から歓迎します」というよ
うな言葉が多数で入会セレモニーで歓迎の言葉を発表してお
られるようでした。
次のグラフは新入会員の歓迎会についてのグラフです。9
割のクラブで新入会員の歓迎会を行っておりました。
その時期は次のグラフをご覧いただくとわかりますが、入
会当日に 6％、2 週間以内に 11％、47％が 1 か月以内とお
答えになっており、当日と 2 週間以内を合わせますと 3 分の
2 のクラブが 1 か月以内に歓迎会を行っておりました。6 ヶ
月以内が２％、１年以内が６％ありまして、あまり長くなる
と感激が薄れてしまうのではないかと少し心配しました。
次に新しく会員になられた新会員に対して研修は行って
いるかという質問に対しまして、67％のクラブで研修会を行
っておりました。ここにはグラフにしてありませんが、クラ
ブの情報委員会やクラブ研修リーダー委員会などが中心にな

って、おおむね入会３年未満の会員を対象に研修会や新会員
セミナーとして行ったり、歓迎会と併せて開催し、終了後に
さらに懇親を深めているようでした。
その他ＤＶＤ視聴にて
それから最後になりますが、皆さんすでにご存知かもしれ
ませんがマイロータリーで検索していただきますと会員増強
ガイドというのがございます。クラブの会員増強計画を立て
る方法や会員の勧誘と維持に役立つ戦略とツール等会員増強
に役立つ情報が紹介されています。クラブ現状評価とビジョ
ン、新会員の入会の魅力を高め、既存会員の積極的な参加促
すなどに焦点を当てた戦略など、会員増強計画を立案する際
の参考になると思いますので是非ご活用いただくといいと思
います。またクラブの健康チェックというのもありまして、
クラブが地域社会にとって大切な存在であり続けるためには、
自分たちのクラブを定期的に診断して問題点を見つけ、その
対処法を探っておくことも極めて大切なことではないかと思
います。それらもご利用いただきまして、こちらのクラブの
会員基盤の向上に少しでもお役に立てば幸いです。いずれに
いたしましても会員増強維持の特効薬や秘訣はありません。
日日のご努力の積み重ねが大事かと思います。これからもご
精進くださるよう願っております。
本日はお声をおかけいただき大変ありがとうございました。

富士登山 無事行ってきました。
（吉田会員、小林会員、田中会員）

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル合計

42

【出席報告】
例 会 日
会

63,000 円

平成２８年 8 月４日
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会報担当：田中

――――― 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）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【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

