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中島会長
皆様、夏休みは如何でしたか。
色々と楽しい一週間ではなか
ったかと思います。
*一昨日は短期留学台湾台中
子弟交換学生が出発されまし
た。
国際奉仕委員長はじめ関係者
の皆様お疲れさまでした。
*２２日にはベルギーより交換学生ローリさんが来日され翌
日２３日にはアメリカよりべラさんが来日されることが決ま
りました。関係委員会の皆様よろしくお願い致します。
*２２日には地区米山奨学生をお招きしバーベキュー大会も
あります。
親睦委員会の皆様どうぞよろしくお願い致します。
*さて本日は蓮田ＲＣよりお三方をお呼びして増強の勉強を
して参りたいと思います。大変貴重なお話が伺えるとワクワ
クしております。
蓮田の地名は７４３年、聖武天皇が諸国巡察のため、義澄（よ
しずみ）と言う僧を東国に派遣して当地に立ち寄った弥陀堂
で一夜を過ごし翌朝前方の沼田にいっぱいの蓮の花に心を打
たれ一夜を過ごした弥陀堂を蓮華院と名付けそれ以来当地を
蓮田と、言われるようになったとの伝説があります。
*蓮田市は縄文時代前期の「関山式土器」と「黒浜式土器」が
出土され関東地方の年代を知る基礎資料になっているそうで
す。また芥川龍之介自選自筆の石碑も「正直の頭に神宿るは
こういうひと」が稲荷神社の境内にあるそうで、全国でも龍
之介の碑文では古いそうです。
*円空（江戸時代前期の僧）の一刀彫菩薩も二十数体残ってい
るそうです。

*堂山公園には飯野喜四郎という蓮田市だけでなく埼玉県郷
土発展に寄与された方の銅像もあります。
*喜四郎さんのお父さんは東北本線開通のおり自分の土地を
寄付し地元の発展に寄与されたとのことです。
*喜四郎さんは若くして政治に志、埼玉県議会 11 回の当選、
教育の発展「春日部高校、浦和高校（現在の埼玉大学）など
を開設し、地元の治水事業にも貢献され、古利根川、元荒川、
中川、綾瀬川の改修し農業発展のために尽くした方です。
*堂山公園は蓮田駅から１０分ほどでゆきますので興味のあ
る方はハイキングがてらに飯野喜四郎さんの足跡など見学は
如何でしょうか。
【幹事報告】
遠山幹事
第 7 グループ 近藤敬男ｶﾞ
ﾊﾞﾅｰ補佐、田中政司 地区
、会員増強維持委員、蓮田
ロータリークラブ 、黒須
雅行直前会長、波多野勝治
会員増強委員長、ようこそ
いらっしゃいました.卓話
、宜しくお願いします。
習志野ロータリークラブ 龍岡錠仁 様、越谷ロータリーク
ラブ 澤田裕二会長 安濃和正幹事 ようこそいらっしゃい
ました。
一昨日の表敬訪問の節はお世話になり、ありがとうございま
した。
また、本日の会長 幹事会 宜しくお願いします。
① 8 月 22 日（土） 納涼バーべキュウー大会
深井邸 12：00～
② 青少年交換留学生の件
8 月 15 日（土） 浅水円花さん無事、ベルギーに到着の連絡
8 月 22 日（土） ベルギーよりローラさんが来日
8 月 23 日（日） アメリカよりベラさんが来日
③ 8 月 23 日（日） 台中子弟交換学生が帰国
④ 越谷南ロータリーカップ
開会式 8 月 25 日（火） 09：00 しらこばと運動公園陸上
競技場
閉会式 8 月 28 日（金） 13：00
⑤ 米山記念館 館報が届いております。事務局にございま
すのでご覧下さい。

次週、8 月 27 日（木） ガバナー公式訪問に伴うクラブ協議
会が開催。
中島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が訪問されますので大勢の参加をお願いしま
す。
仁多見会員よりお煎餅の差し入れありがとうございます。
【委員会報告】
委員会報告】
親睦委員会
小林(武)委員長
8/22(土)12 時 深井会員宅に於いて納涼会を開催します。
多くの会員の参加をお待ちしております。
青少年奉仕委員会
仁多見会員
8/25(火)および 8/28(金)に越谷南ロータリーカップを開
催します。準備がありますのでお手伝いをお願いします。
【卓話 蓮田ＲＣは今も悩んでいる！
蓮田ＲＣは今も悩んでいる！】
】
地区会員増強維持委員会
地区会員増強維持委員会 田中 政司 委員
会員増強・維持対策
会員増強に向けた対策
・年会費の値下げ ３０万円か
ら２４万円へ
→若い会員確保のため（１年
間入会者ゼロ）→クラブ運営の
危機感
・会員増強維持委員長の任期を３年とし情報を一元化し（チ
ーム蓮田）で対応
・既存クラブＨＰを一新しフェイスブック導入→情報を外部
へ発信
会員増強に向けた行動
・会長が会員増強の本気度を表明
→「決断する」
「先送りしない」
・委員会による入会候補者１００名のローラー作戦
・面識がないと入会に繋がない→面識のある会員同行、知人
がアポ
・断られても何回も訪ねる
・若い会員の人脈活用
会員維持対策
・各委員会の活性化（夜間に実施）
・クラブ内で新会員研修を継続的に実施
・発言の場や出番を積極的に作る
・新たな奉仕活動→グローバル補助金等
・メールの活用（欠席の多い会員へ）
・メイクアップ・家庭集会等の実施
・若い新会員へのクラブ内取引拡充
結論
・凡事徹底→当たり前のことを徹底的に結果は「出る」
（
「出
す」ではない）
・理論先行型は増強に繋がりにくい
→「小さな一歩」がクラブを変える
・他クラブとの競争心が会員増強の原動力
→増強は「結果の数字が全て」

【スマイル報告】
本日はお世話になります。
・・・第 7Ｇガバナー補佐 近藤
様
初めて訪問させて頂きます。宜しくお願い致します。
・・・蓮
田ＲＣ 田中様
本日は宜しくお願い致します。
・・・蓮田ＲＣ 波多野様、黒
須様
本日はお世話になります。1 年間宜しくお願い致します。
・・・
越谷ＲＣ 澤田様
本日は例会にお邪魔させて頂きありがとうございます。澤田
会長共々宜しくお願い致します。
・・・越谷ＲＣ 安濃様
蓮田ＲＣの皆様、遠いところわざわざありがとうございま
す。
・・・中島会長
明後日ベルギーよりローレさんが来日します。23 日アメリ
カよりベラさんが来日します。
・・・中島会長
国際奉仕委員長、台湾子弟見送りご苦労様でした。
・・・中島
会長
第 7Ｇガバナー補佐 近藤様、蓮田ＲＣ黒須様、波多野様、
田中様、習志野ＲＣ 瀧岡様、越谷ＲＣ 澤田様、安濃様、よ
うこそいらっしゃいました。卓話ありがとうございまし
た。
・・・中島会長、遠山幹事、浅水会員、加藤会員、田中（誠）
会員、染谷会員、水町会員、小林（光）会員、小林（武）会
員、石塚会員、飯泉会員、荒井会員、石野会員、中村(直)会
員、石田会員、池田会員、中内会員、木村会員、大熊会員、
深井会員、木佐会員
富士登山頂上まで登りました。徳島阿波踊り参加しました。
お客様ようこそいらっしゃいました。
・・・吉田会員
いよいよ明日より南越谷阿波おどりを行います。会員諸兄よ
りお預かりしたご共催金に感謝いたします。
・・・中内会員
誕生日祝いありがとうございました。
・・・飯泉会員
本日早退します。
・・・神谷会員、仁多見会員、中野会員、
スマイル合計 38 件 49,000 円
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