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奉仕の理想
ソングリーダー／東

清三郎

会員

【会長挨拶】椎津 裕貴 会長
(代読／高木一彦 副会長)
皆さん、こんにちは、本日は、東京電力さんの御協力により、富津火力発電所、ＬＮＧ地下式
貯槽完成見学になっておりましたが、生憎の台風の影響で、見学会は延期になりました。予定で
は、9 月 10 日（月）ということですが、又、宜しくお願いします。タンクの見学は、経験したこ
とがありますが、今会が本当に最後の機会のようです。スケジュールの調整をしておいて下さい。
又、来週は休会ですが、8 月 22 日（水）は、ガバナー公式訪問になりますので、特に４大奉仕委
員会の方は、発表になりますので、宜しくお願いします。そしてその次の 8 月２９日（水）は夜
間家族例会です。家族と共に出席の程お願い致します。
－１－

【委員会報告】
クラブ管理運営委員会／代理

窪田

謙

会員

「クラブ管理運営委員会」からの報告です。
親睦担当の三井会員代理で報告します。
本日の新入会員歓迎会について、お車に乗合で行かれる方はご連絡ください。
１８：００～君津市「海」にて開催致します。
新年度になりましたので、ここで、連絡体系の再考を致しましょう。

プログラム担当／佐々木

敏郎

会員

本日予定されておりました職場見学 LNG タンク見学は、台風の為、中止とさせていただきます。
つきましては日程の再考をさせていただきたく存じます。
次回は９月１０日(月)となりますが、皆様のご意見をお聞かせください。
９月５日(水)ベトナム訪問、支援につきましてもご意見をお聞かせください。

－２－

【ロータリーの友

1.

情報】伊藤

充教

会員

2018 年 8 月号 ： 特集 会員増強・新クラブ結成推進月間
ＲＩ会長メッセージ （P.3） ＜RI 指定記事＞
～ 世界を変えたければ、家に帰って家族を大切にしなさい ～

1979 年にノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサが、授賞式のインタビューで、「世界平
和のために我々は何をしたら良いですか？」と問われた際に答えた一節です。陳腐にも思える
この究極の問いに対して、マザー・テレサはシンプルに、しかし一見論点をすり替えたような
答えを返しました。
「世界平和」という言葉は、例えば小学生が口にするような「地球征服」とか「火星移住」のよ
うに、どこか非現実的な言葉に思えてなりません。世界が、武器を捨て、差別と貧困をなくせば、
それに少し近付く気もしますが、それがいかに困難であるか容易に想像できます。インタビュ
アーはそれをわかった上で、もしかしたら彼女から“ウルトラＣ級”の答えが返ってくると期待
して、この問いをぶつけたのかもしれません。
「家族を大切にしなさい」という答えの真意は、実は明らかにされていません。各々が心の中で
その言葉を咀嚼して、自分なりの答えを導き出すしかないのです。ひとつ言えるのは、人生の大
半を費やすであろう我が家が、安寧に、平穏無事に、毎日を過ごすことができる、そんな人間が
今よりもっと増えれば、世の中の争い事は今よりもっと減るに違いないだろうということです。
ここでバリー・ラシン RI 会長が言いたいのは――、
「環境を変化（改善）させるには、外界に影響を与えるより先に、内界を整えることが大事であ
る」
――ということだと解釈できます。
多くの人の目に触れる派手な活動は、達成感を得やすい行動と言えます。しかし、その活動に
多くの効果をもたらすためには、まず組織そのものの基盤を固めておく必要があるということで
す。
世界のロータリーの会員数はこの 20 年間、120 万人台のまま推移しており、会員の年齢層が上
がってきているそうです。また、いまだに会員のほとんどが男性です。会員を増やし、そして、
女性にも選ばれる団体になるには、会員基盤をしっかりと固め、それから会員増強・維持に真剣
に取り組むことが大事だということです。「世界に影響力を持つ組織の一員となりたいなら、ま
ず内部から･･････」バリー・ラシン RI 会長は、そう言っています。

－３－

ちなみに、先に触れたマザー・テレサは、他にも名言を残しています。
「もし平和が得られていないなら、それは我々が仲間だということを忘れているからです」
「ランプの灯を灯し続けるには、絶えず油を注がなければなりません」
「我々は大きなことはできません。小さなことを大きな愛をもって行うだけです」

どこか、バリー・ラシン RI 会長のメッセージ“内部を固めることの大事さ”と通ずるものを
感じませんか？ご参考までに。

２.

会員増強の可能性

（P.7～P.15）

海外の事例

バリー・ラシン RI 会長メッセージの通り、世界のロータリー会員数は 20 年もの間、120 万人
台に留まっており、このままでは組織の高齢化と活動の停滞は避けられません。
そこで、会員増強・維持を図りながら、クラブの活性化に成功している海外の事例を紹介しま
す。
～ 入会促進と会員維持のための 10 ヵ条 ～
アメリカ・ミネソタ州イーダイナ／モーニングサイド RC
①クラブの長所を全てリストにする → 入会候補者への情報提供に有効活用する
②入会候補者のリストを管理する → コンセプトではなく、具体的な名前を挙げて作戦を練る
③クラブの強みを知る → 活動内容の独自性を把握する（入会候補者を他 RC と共有する）
④会員増強をクラブの最優先事項にする → 新会員の増加はクラブの強化に繋がることを認識す
る
⑤行く先々でロータリーについて話す → どんな場所でも気軽に入会を誘ってみる
⑥会員の責任をリストにする → クラブで期待される役割を整理しておく
⑦ゴールはないことを認識する → 会員数に満足することなく会員増強をやめない
⑧入会式をお祝いする → 待ち望まれていると入会候補者に思わせる（現役会員の維持）
⑨粘り強く → 何度断られても声を掛け続ける
⑩精力的に → 例会やイベントを楽しく活気あるものにする

３．会員増強の可能性

（P.16～）

国内の事例

前項の続きです。世界の女性会員の比率は 20％ですが、日本では 7％に満たないようです。女
性ロータリアンを増やすにはどうすれば良いか？国内の事例にヒントがあります。ご一読下さい。

・まだまだ女性会員に抵抗があるクラブが存在する（女性も入会可という認識が広まっていない）
・家庭、仕事、子育て等、女性に入会を勧めるのは容易ではない（周囲の理解と協力が不可欠）
・女性会員入会による雰囲気の変化（女性会員の増強はクラブの多様性や活性化に繋がる）
・女性会員はパワーがある（「女子会」等の開催で、女性会員が活躍できる場を与える必要性）
・女性会員から女性会員への橋渡し（女性入会候補者への声掛けや、他 RC との情報共有等）

－４－

４．変化をチャンスに

（P.81～）

第 2540 地区大会市民公開記念講演要旨

アサヒグループホールディングス㈱泉谷会長が、縮小傾向にあるビール市場において、「発想
の転換」によって難局を乗り切る施策（経営改革）を述べています。ご一読下さい。
５．私の一冊

（P.64）

「星の王子さま」

足利東 RC

石井 道康

サン＝テグジュペリの名著「星の王子さま」です。私個人の見解ですが、これは児童書ではあ
りません。賛否両論、読み手によって解釈のまったく異なる小説として有名です。ぜひご一読を
お勧めします。

以上、ロータリーの友＜2018 年 8 月号＞より情報を抜粋しました。
（文責：伊藤 充教）

【ニコニコ BOX】
クラブ管理運営委員会
窪田 謙 会員
椎津 裕貴 会長
本日も出席ご苦労様です。
平野 勝也 会員
お世話になります。
廣田 由美子 会員
皆様、こんにちは。二回程、例会をお休みしてしまいま
した。また８月から宜しくお願い致します。
本日のニコニコ BOX

￥3,000

累計金額

￥61,000

クラブ管理運営委員会／東

清三郎

委員長

例会数 会員数 出席 欠席 MakeUp 出席率
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