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【本 日】会員数 44 名 出席

27 名

欠

席

5名

【前々回】会員数 44 名 出席

26 名

メークアップ 6 名

出席規定免除会員（12）出席 6 名 ビジター1 名

出 席 率 84.21％

出席規定免除会員（12）出席 5 名

修正出席率 100.0％

《第 1 回クラブフォーラム》

会員増強委員会フォーラム

田島

慎委員長

みなさん、こんにちは。会員増強委員会の田島です。
本日は、会員増強クラブフォーラムです。
よろしくお願いいたします。
はじめに、
先日 8 月 6 日 2740 地区で行われました
『ク
ラブ奉仕戦略計画研修セミナー』と会員増強委員会
【分科会】で、会員増強に関するセミナーの内容を、
クラブでも会員の皆様に伝えて欲しいということで
したので簡単に紹介させていただきます。
まず、2740 地区の会員数の現状といたしましては、
1997 年度は 3,100 名でしたが 2016 年度は 2,200 名ほ
どまで落ち込んでおり全国においても同じように 20
年で約 3 割減少しております。
会員減少の問題点としましては、
①不況に伴う不安定、不透明な経済環境
②高齢、病気、死亡
③地方都市の過疎化
④事業合理化に関する職務多忙
⑤例会時間や会費の負担
⑥ロータリー情報不足、
ロータリーの魅力がわからな
いなど理解不足

このような理由からの退会による会員減少。また、
①炉辺（ろへん）会談（気ままにロータリーを語り合
う）の不足で『ロータリー愛』が薄れる傾向にある
②1 業種 1 名などロータリー本来のもつ、ステータス
や魅力にかげりが発生している
③会員増強は誰かがやってくれるという他力本願
④女性会員入会への理解がない
⑤入会を勧めるにあたって説明するのに十分な資料
が不足している
このようなことが原因で会員勧誘が消極的なってい
ることが挙げられていました。
そこで、会員数の減少を食い止めるために、日本チー
ム戦略会議による会員増強目標として
2017 年現在 89,000 人を、5 年後の 2022 年には 105,000
人へ 5 年後までに 16000 人の会員増強を掲げられてお
ります。2740 地区駒井ガバナーの地区運営方針とし
ましては 50 名未満のクラブは純増 1 名、50 名以上の
クラブは純増 2 名を掲げられています。

佐世保北ロータリークラブ
会員増強目標

新入会員 4 名

佐世保北ロータリークラブは新入会４名を目標にし
ております。それから「ロータリーは時代の変化と共
に変わって行かなければならない。
クラブに魅力がな
ければ、会員は退会していく」とポールハリスも言っ
ていますように会員増強を図るために賛否両論ある
とおもいますが、RI は 2016 年規定審議会でクラブ運
営の柔軟性をかつてないほど高める変更を採択して

おり、柔軟性の適用としましては、
①例会日と時間を自由に設定できる
②奉仕活動を例会に変更できる
③通常例会とオンライン例会を併用できる
④出席要件の緩和
⑤会員の種類（準会員・家族会員など）の追加
⑥ローターアクターがクラブに 2 重入会できること
当クラブにおいては現在必要のないような柔軟性も
あるようですが、
今後そういうこともあるのではない
かと思いながら聴いておりました。
それから今年 6 月 18 日に日本で 12 番目の E クラブと
して認証状を授与されました
2720 地区 Japan O.K.ロータリーE クラブからのお話
がありました。簡単にご説明しますと、クラブの IT
化に重点をおいたお話でした。
E クラブでは会長挨拶から卓話や活動までほぼ全て
が動画・文書にてインターネットを通して配信されて
おり、
いつでも何処でも何度も繰り返し見ることが出
来ることにより、通常のクラブでは 5 年以上かかるロ
ータリーの基本的な知識が 1 年程度で習得できてい
るとのことです。
裏を返せば、会員増強においてもロータリーの PR 活
動をするためのツールが豊富である
ということが言え、E クラブのスキルを個々のクラブ
にも取り入れ、IT 化をはかっていくと、個々のクラ
ブ特徴などの説明などが容易に出来やすく、
会員増強
においても良い効果があるのではないでしょうかと
いうお話でした。
さて、
北ロータリークラブの会員増強目標として新入
会員 4 名をかかげております。
すでに、会員増強委員会内では、このように、本当に
心底自分自身が北ロータリークラブで一緒に活動し
たいと思う友人やお取引先の方を候補者に挙げてい
ただき現在約 15 名の候補者の勧誘を少しずつではあ
りますが、すすめているところです。
先週の金曜日は、
森エレクトと一緒に産業支援センタ
ーのワンコインパーティーに参加して森エレクト推
薦の佐世保高専 OB『福祉ソフト株式会社』の高本さ
んの勧誘に行ってまいりました。
福祉サービス事業所に介護報酬請求ソフトを提供し
ておられる会社で、ここ数年で大きく成長され、今年
の売り上げ目標 3 億円達成が目の前でまた、
夢は 2022
年に「佐世保市から上場企業を！」ということで、
IPO を目指しておられる大きな夢をもった好感のも
てる方でした。また、隆文社の松尾さんのご子息も参
加されており、お声掛けをしてまいりました。
私たちの入会への気持ちと候補者の気持ちが相反す
ることもしばしばですが、
新入会員 4 名達成に向けて
会員増強を進めているところです。
私の経験上ですが、JC や商工会議所などで会員増強
本日の例会「ゲスト卓話

ジャパネットたかた創業者

活動の機会がございましたが、『どこどこの会社に
何々君という方がいらっしゃるけどどうでしょう
か？』など、入会候補者のことを知ってはいるけど関
係がそんなに深くない場合は、
毎年候補者リストに挙
がったりしますが、
入会に結びつけるのがなかなか難
しいのが現状のではないかと思います。
そこで、今の現状でリアルに『心底本当に自分自身が
北ロータリークラブで一緒に活動したい』と思う
関係の深い方を勧誘していくことが会員増強の一番
の近道ではと思っております。
メンバーの皆様に
も、もし『心底本
当に自分自身が北
ロータリークラブ
で一緒に活動した
い』と思う友人や
お取引先の方など
がいらっしゃれ
ば、候補者として
ご紹介いただければと思っております。
皆様のセルフボックスに入会候補者の推薦書を一部
入れておりますので、もし『心底本当に自分自身が北
ロータリークラブで一緒に活動したい』
と思う関係の
深い友人やお取引先の方などがいらっしゃれば、
候補
者としてご紹介いただければと思っております。
もちろん、
今まで名前が挙がったことのある方でも結
構です。よろしくお願いします。
私自身、ロータリーの知識はそう持ち合わせておりま
せんが、
何かご質問やご意見等ございましたら宜しく
お願いいたします。

福田俊郎会員
豊島会員と同級生だが、
ロータリーを引退する前にせ
めて 1 人は紹介して引退しようと考えている。
豊島揆一会員
年配者よりも若い世代の人が積極的に推薦したほう
がいい。若い世代の人が、
若い世代の人を連れてきて、
クラブの世代交代につながる
三谷秀和会員
例会の回数が減ると、入会しやすくなるのではないか。
公門新治会員
私も何名かの方の名前を推薦させてもらいましたが、
実際にご本人に説明するときに、北ＲＣのよさを伝え
きれていないので、
自分自身もまだまだロータリーに
ついては未熟なので、しっかりと学んで、北ＲＣのよ
さを伝えきれるようにならなければと思いました

髙田明氏」

次回例会「ゲスト卓話

佐世保ＲＣ

中村徳裕氏」

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
先週開催されましたデハール号での夏の家族会に
おきましては多数の皆様にご出席頂き、
誠にありがと
うございました。
また親睦委員会の皆様には素晴らし
い運営をして頂きまして感謝申し上げます。
また、翌日の 8 月 22 日から 3 泊 4 日で開催されま
した海洋探検隊イン高島におきましては、
当クラブ宮
﨑実行委員長をはじめご参加の皆様、
お疲れ様でござ
いました。
青少年の健全育成と若手リーダーの育成を
兼ね備えたこの事業の支援を当クラブとしても今後
も継続していきたいと感じた次第です。
さて、8 月はロータリー会員拡大月間です。本日は
会員増強委員会による会員拡大フォーラムが開催さ
れます。
田島委員長、
どうぞよろしくお願い致します。
また、定款・細則変更のための臨時総会をフォーラ
ムの前に開催させて頂きますので、
皆様よろしくお願
い致します。

3.伝達事項
①17～18 年度「クラブ現況と活動報告書
前年度活動実績報告書」
「ポケット組織表」に誤
表記がありました。
大変遅くなりましたが、お詫び申し上げますと
ともに訂正させていただきます。皆さんのセル
フボックスに正誤表を配布いたしておりますの
でどうぞよろしくお願い致します。
②11/17（金）～11/19（日）佐賀市にて開催され
ます地区大会の出欠名簿を本日例会より回覧い
たします。
11/18（土）の本会議には理事役員・入会 3 年未
満会員は出席義務となっておりますのでよろし
くお願い致します。
（登録申込締切 9 月 29 日）
③第 1 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸへ
入れております。
9/1（月）次回例会はゲスト卓話
ジャパネットたかた創業者 髙田 明氏です。
《来訪ロータリアン》

《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1.例会変更
ありません
2.来信
・国際ロータリー
ロータリー会員特典プログラム『ロータリー
グローバル リワールド』の推進にご協力下さい
・公財）米山梅吉記念館
①館報 2017 秋号 vol.30
②賛助会員のお願い・秋季例祭のご案内
（登録料 無料）
日時：平成 29 年 9 月 16 日（土）14：00～
場所：米山梅吉記念館ホール
受付 13：00～
開会 14：00 式典
講演 14：30～
講師 伊藤 博氏
演題 ヒトの動物の絆 懇親会 16：00～
・公財）米山記念奨学会
ロータリー米山
ファイル共有サービス変更の影響について
・佐世保工業高等専門学校
寄附金（厦門との相互交流（受入）に関する経
費助成のため）受領書

佐世保東ロータリークラブ

緒方大輔君

《委員会報告》
奉仕プロジェクト青少年委員会
村瀨高広青少年委員長
第 6 回させぼ海洋探検隊㏌高島が 8 月 22 日(火)～
8 月 25 日（金）まで開催されました。
開会式には峯会長、
渡会幹事に出席して頂き支援金を
頂きました。
湯口副会長にも最終日に参加頂きました。
福田先生、峯会長、渡会幹事、差し入れありがとうご
ざいました。私も 1 泊 2 日参加しました。宮﨑実行委
員長のおかげでとても楽しく過ごせました。
宮﨑実行委員長、本当にお疲れ様です。今後とも
よろしくお願い致します
親睦活動委員会
松田信哉委員長
先週 21 日に開催した、夏の家族会には多くの方のご
参加をいただきまして、ありがとうございました。
また参加した方には全員から景品を頂きました。
ありがとうございました。
《ニコニコボックス》
古賀新二親睦活動委員
佐世保東ＲＣ
緒方大輔君
先日は家族会で私の家族が大変お世話になりました。
どうもありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
本日は、定款・細則改定のための臨時総会が開催され
ます。森委員長を始め、ご出席の会員の皆様にはどう
ぞよろしくお願い致します。
また、
本日の例会は会員増強に邁進されている田島委
員長を始めとした会員増強委員会の皆様には、
熱い討
論を期待しております！よろしくお願いします。

宮﨑有恒会員
8 月 22 日より 25 日までの、第 6 回『させぼ海洋探検
隊ＩＮ高島』が無事終了しました。開校式には峯会長、
渡会幹事、
村瀨青少年委員長に出席していただき支援
金を贈呈して頂きました。
最終日には湯口副会長にも
お越しいただき、北クラブのご支援に心より感謝です。
また村瀨委員長には宿泊もして頂いて、
これで私の後
継者ができ嬉しい限りです。
田島 慎会員
先週の家族例会では、会長賞をはじめ沢山の楽しい景
品をいただきありがとうございました。
子供達も妻も
大変喜んでおりましたのでニコニコします。
また、ロータリアンとしてまだまだ未熟な私ですが、
本日の会員増強フォーラムをさせていただきます。
よろしくお願いします。
豊島揆一会員 福田俊郎会員 平石晃一 会員
藤井良介会員 古賀新二会員 中野雄一郎会員
宮原明夫会員 森 豊 会員 村瀨高広 会員
松田信哉会員 二ノ宮健会員 小川 寛 会員
近藤竜一会員 松尾重巳会員 公門新治 会員
船津 学会員 八木順平会員 松田亜由美会員
先週の夏の家族会では出席された会員の方々、お疲れ
様でした。
楽しい時が過ごせました。
例年にも増して、
催し物が充実しておりました。
係の方々のご尽力感謝
致します。
本日は、第 1 回クラブフォーラムで会員増強委員会の
担当です。田島委員長よろしくお願い致します。

福田俊郎会員
先週の海洋スポーツ協会の高島探検隊、
無事に終了し
ました。皆さんには、大変ありがとうございました。
緒方信行会員
誕生祝いありがとうございました。
本日のクラブフォーラム担当の田島君頑張って下さ
い。
東ＲＣ緒方大輔様のご来訪を心より歓迎申しあげ
ます。毎週でも来てください。

本日の合計 32,000 円
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二 松永祐司

船津 学

松田亜由美

（記事担当

累計 314,000 円
松田亜由美 ）

