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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2806 回例会 平成 30 年 7 月 27 日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 
◇ 四つのテスト  歌唱 
◇ お客様紹介       

第 2790 地区会員増強・維持拡大委員会 委員長 櫻井 守 様（千葉ＲＣ） 
                   副委員長 藤崎 一成 様（銚子東ＲＣ） 
成田コスモポリタンロータリークラブ 
   林 康博 会員、神谷 修一 会員、加瀬 邦雄 会員 
千葉ロッテマリーンズ後援会事務局 佐久間 工和 様 

 
 
 
 
 

 
◇ ニコニコボックス 

林 康博 会員（成田コスモポリタンＲＣ）：千葉ロッテマリーンズ成

田後援会主催のスカイシリーズが、９月２日、ナスパスタジアムで 

１３時から開催されます。千葉ロッテマリーンズ対巨人戦。当クラブ

にもご協力、ご協賛、宣伝を兼ねて、本日お邪

魔しました。今回の実行委員長神谷です。そし

て事務局の佐久間です。今年は成田空港開港 

４０年、成田山開基 1080年記念大会と言うことで 11回目になりま

す。ポスターとパンフレットをお持ちしましたので、是非、事業所

に張っていただけたらと思います。 

 
加瀬 邦雄 会員（成田コスモポリタンＲＣ）：弊社の副社長で、私の４

つ上のいとこである敏雄がこちらに入会させて頂き、２人もロータリ

ークラブにお世話になることになりました。これも皆さんのご協力と

ご理解があってのことだと思います。成田クラブでニコニコするのは

初めてです。５，０００円ニコニコしようと思っていましたが、今日

はちょっと奮発して１０，０００円ニコニコさせていただきます。 
 
加瀬 敏雄 会員：コスモの邦雄は出席率が非常に良いので私も見習

わなければいけないなと思っております。共々、よろしくお願いいた

します。 
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中野 直人 会員：弊社では地域紹介シリーズということで、３ヶ月ご

とに色んな地域をご紹介させていただいております。７～９月は「関東

甲信越」、８月は千葉ということで、８月の国内線ファーストクラスの

夕食は、千葉県香取市の「AUBERGE DE MANOIR 吉庭」による監修メ

ニューを提供します。茶菓子には、米屋さんの芋きんつばと梨ゼリーを

用意いたします。この場を借りて御礼とニコニコさせていただきます。 

 

石橋 菊太郎 会員：は７月２０日土用の丑の日でした。おかげさま

で昨年同様、銀座、日本橋、千葉で売り出しをさせていただきました。

昨年よりちょっといい位の成果が出ました。また、その日の夕方には、

フジテレビの生中継で若女将がテレビに出演させていただきました。 

 

高橋 晋 会員：７月１４日から７月２１日までの 8 日間、本州・四

国・九州一人旅に出かけました。高齢者の交通事故が多いですが、無

事に成田に戻れました。今回の旅行を最後に卒業したいと思います。

昨日、無理がたたり寒気がして疲労が出たため一日自宅で静養し、だ

いぶ楽になりました。なお、一日の運転の理想の距離は約３００キロ

前後と思われます。 
今回の青森から鹿児島までの旅行で感じたことは、過疎化により町全体が閑散としており、

地元の方によると鹿児島指宿駅前周辺で不動産を売却したくてもなかなか買い手が付かな

いこと、また、駅周辺で戸建住宅を貸したくても家賃相場５～６万が建物の維持管理の為、

家賃月額 1万でも中々借主が見つからないと話しておりました。 
 

喜久川 登 会員：本日の日経の朝刊のコラム

です。７月２５日から１０回連載で小生の甥子

（立本博文 筑波大学教授）の記事、題名は『や

さしい経済学』が掲載されます。そんなにやさ

しくはないのですが、来週まで連載されます。

皆さん是非ご一読をお願いします。 

 

諸岡 靖彦 会員：中野直人会員からご紹介いただきました千葉県産

の原料の「芋きんつば」と「梨ゼリー」が国内線ファーストクラスの

茶菓として提供されます。サツマイモ、梨の外にも、メロンやブルー

ベリーの千葉県産のお菓子も研究しています。 

 
◇ 会長挨拶   神﨑 誠 会長 
皆様、こんにちは。暑い日が続きますが、ご健勝のこととお慶び

申し上げます。 

 全国高校野球選手権の代表校も決まり、東千葉大会は木更津総

合高校が３年連続出場、西千葉大会は中央学院高校が初出場を果

たしました。地元成田高校は、ご承知のとおり、決勝戦まで進み

ましたが、惜しくも準優勝でしたが健闘を称えたいと思います。

テレビで、また球場で熱い試合を応援された皆様、ご苦労様でした。 
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 第２７９０地区会員増強維持拡大委員長（千葉ＲＣ）櫻井守様、同副委員長（銚子東Ｒ

Ｃ）藤﨑一成様、ようこそおいで下さいました。後程、卓話を宜しくお願いいたします。

本来はＲＩ理事会が指定した会員増強新クラブ結成推進月間は８月ですが、本日の例会と

なりました。また、成田ＲＣの諸岡正徳会員も出向しておりますので、ご指導の程あわせ

てお願いいたします。 

 ７月はロータリーの年度初めですので、地区より各委員会出席やアンケート調査など、

いろいろな文章、お願いが届いています。いよいよ橋岡ガバナー年度が本格始動したと感

じるとともに、私の年度も始まったと実感致します。 

 成田ＲＣ内各委員会でも活発な委員会会合が開催され、また予定されており、各位は充

実したクラブ運営をされていることと感謝申し上げます。まだの委員会も計画され開催し

てください。そして以前も申しましたが、地区委員会に出向されている方々、クラブ内各

委員会の方々は例会時、情報共有や現状把握のためにも委員会報告をお願いします。 

 櫻井委員長の卓話の時間がありますので、これで会長挨拶とさせて頂きます。 
 
◇ 米山記念奨学 
第１１回 メジャードナー 諸岡 靖彦 会員 
 
◇ 委嘱状授与 
・2018-19年度第 2790地区 RLI委員会委員 

矢野 理恵 会員 

  
◇ 成田 温直前会長よりご報告 

今日お配りいたしましたポロシャツ・キャップに関してのご報告を

いたします。現在、小宮山年度で作成いたしましたジャンパーはご

ざいますが、夏に着るのには少々暑いという事で今回はポロシャツ

を作成いたしました。ポロシャツは、就労困難心身障がい者の自立

支援の一助となればとの思いより、社会福祉法人大成会「成田市の

ぞみの園」にて作成いたしました。キャップは当クラブの会員であ

る石川物産様にお頼みして格安で作っていただきました。費用は両方で約３２万円ですが、

支払いは前年度に済ませてあります。 

最初に着用するのは、剣道大会かと思いますが、その他の行事でもいろいろ機会があると

思いますので、ご活用をよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・青少年奉仕   田渕 公敏 リーダー 

会員の方に問い合わせがありましたペットボトルキャップの回収につ

いてご連絡いたします。成田高校の早川先生に問い合わせ相談しまし

たところ、諸事情によりこの活動についてロータリーでは積極的に推

進しないと言うことになりました。また、２６日の剣道大会ですが、

できるだけ多くの会員の皆様に本日配布されたポロシャツを着て出席

いただければと思います。 
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・米山記念奨学  ローソンかおり リーダー 

本日、成田会員に１０万円の寄付をいただきました。また、１時半より

れんじゃくの間で委員会を開催します。 
 

・ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 リーダー  

本日、成田会員よりポリオプラスに１，０００ドルの寄付をいただきま

した。 
先週行いましたロータリー財団の委員会報告です。９名の参加をいただ

きました。 
２０１８－１９年度のロータリー財団関連の主な取り組みにつきまして、委員会で情報共

有をいたしました。特に共有したいのが、寄付の目標額１，９８０，０００円、前年度よ

り１１０，０００円増となっております。寄付のやり方は一括と分割。毎月１３，０００

円、９ヶ月行います。月初めに事務局で集金しますので、皆様のご協力をお願いします。

財団月間は１１月ですが、８月１０日、地区財団委員会に卓話の依頼をしているところで

あります。 
 

・ＲＦ    伊藤 隆治 リーダー  

親睦旅行のご案内です。９月２８日から３０日、香港への親睦旅行で

す。まだお返事をいただいていない方が沢山いらっしゃいます。香港

で楽しくみんなで親睦を深めたいと思っておりますので、ご参加、よ

ろしくお願いします。 
  

・地区ＲＬＩ   矢野 理恵 会員 

現在ファシリテーターの方にアンケートを送信しております。成田に

は、沢山のファシリテーターの方がいらっしゃいますが、まだ回答を

いただいているのが３名です。８月１日に第６回目の委員会を開催し

ますので、なるべくそれまでにお返事をいただければと思います。ご

協力よろしくお願いいたします。 
 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・例会変更 多古ロータリークラブ 
・クラブ活動計画書 富津シティーロータリークラブ 
・出欠表（剣道大会、親睦旅行） 
・2018 年度 成田ロータリークラブ会員名簿ご確認のお願い 
・2018-19 年度 ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
・市原ロータリークラブより事務局・例会場変更のお知らせ 
・「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 
【連絡】 
・８月のロータリーレート １ドル＝１１２円 
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◇ 卓話者紹介 
村嶋 隆美 

会員増強・維持拡大委員会の村嶋です。 
  会員増強につきましては、本年度は新規会員加入数５名を目標とす

るとともに、女性会員の割合も高めていきたいと考えております。 
 また、退会防止についても意見交換会や懇親会を開催するなどの具

体策を実行して行くこととしておりますが、なんと言っても会員の皆

さんのご理解とご協力がなければならない事柄であります。 
 そこで、本日の月間特別卓話は、会員増強への機運をさらに高めて行くために、国際ロ

ータリー第２７９０地区の会員増強・維持拡大委員会の櫻井守委員長にお願いし、地区の

会員増強に関する活動方針等をお話しいただく事とさせていただきました。 
 櫻井委員長には、お忙しい中を快くお引き受けいただき、また、暑い中を成田までお越

しいただきまして、誠にありがとうございます。 
 それでは、櫻井様、よろしくお願いいたします。 
 
◇ 卓話 

会員増強はクラブと会長の最重要課題 
会員増強・維持拡大委員会   

委員長 櫻井 守 (千葉 RC) 
 本年度地区会員増強・維持拡大委員長を務めさせていただき

ます、千葉ロータリークラブ所属の櫻井守です。どうぞよろし

くお願いいたします。 
まず、委員会の名称が「会員増強・退会防止委員会」から「会

員増強・維持拡大委員会」に変わりました。 
会員増強の 3 つの要素は、①新会員の勧誘、②現会員の維持、

および③新クラブの結成です。 
 長らく減り続けてきたロータリアンの数は、2013 年に底を打った後は少しずつですが増

加に転じております。 
 直近の会員数を見ますと、世界のロータリアン数は 1,202,515 人、日本は 88,672 人、我

が 2790 地区は 2,799 人となっております。 
 

◎会員増強 
・会員増強はなぜ必要なのか？ 
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会員増強は、組織を維持して行くためには欠かせません。増強によりクラブを維持し活性

化していかなければなりません。何もしなければ自然減などで毎年 5%～10％の会員減少

がありいずれ消滅してしまうことでしょう。 
会員増強は、クラブと会長の最重要課題です。会長が増強への思いを強く決意して方針を

掲げ、その思いをクラブの会員すべてで共有すること大切です。 
クラブの発展は、会員を増やすことにほかなりません。 
クラブ会員増強委員会の役割は、この「会長の思い」をクラブの会員に共有させることで

す。また会長から増強への方針が出ていないときには、増強委員長が会長に働きかけ決意

してもらうことです。 
会長が増強に対して「強い決意」をどれだけ強く抱けるかにかかってきます。 
そして会員増強委員会が、全会員一人一人に勧誘する責務があることをクラブ内に浸透さ

せること。 
これが一番重要です。 
ロータリーの友、昨年の 11 月号に日本のロータリー100 周年実行委員会のアンケート調査

の結果が載っていました。そこに、クラブが直面している課題で、会員についての回答結

果がありました。 
１．会員の高齢化・・・52.9％のクラブが回答 
 ２．会員の減少・・・52.8％    〃 
 ３．会員候補者不在・・・28.5％  〃 
 ４．例会出席率低下・・・26.3％  〃 
 ５．会員間の意識の違い・・・21.8％ 〃 
 ６．女性会員未入会・・・16.2％  〃 
 ７．その他・・・8.8％  〃 
この結果を見るといずれも会員増強にかかわりがある問題で、高齢化、会員維持、例会運

営に苦慮し、研修不足から来る会員間の意識に開きあり、また女性会員に対する根強いア

レルギーが見て取れます。 
橋岡ガバナー年度では、2 名あるいは 10％純増のいずれかを目標とすることを推奨し、特

に女性会員と 30 歳代の若い会員の参加を推進するとしております。 
女性の会員比率は、日本では未だ 6.44％でしかありません。世界では 22.22％となってお

ります。当地区は 6.82%となっております。 
当地区の女性が在籍するクラブ数は 73.5％、83 クラブ中 61 クラブに女性が在籍しており

ます。 
また当地区の 40 歳未満の若い会員の在籍率は、わずか 0.6％、17 名でしかありません。女

性会員と並んでまだまだ開拓の余地があるかと思われます。 
若い会員の増強については、2016 年規定審議会にて導入されたクラブ運営の柔軟性、クラ

ブの自由裁量権の拡大を最大限に活用し時代に即したクラブ運営が可能となりました。 
 
■クラブ運営の見直し 
・例会数を減らした／入会金の減額、廃止／会費の値下げ／例会時間の見直し 
 ・奉仕活動の再検討 
 ・例会内容の見直し・楽しい雰囲気作り 
 ・勉強の機会を増やす 
 ・お互いを知る機会を増やす 
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◎会員維持 
会員増強は、新会員を入会させただけで終わりではありません。 
会員維持は、増強以上に重要です。 
 
■会員がクラブを続ける理由は何でしょう？（ロータリーの友 2017.11 月号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■あらためて退会の理由を整理してみましょう。 
 ・つまらなくなった 
 ・人間関係を築けなかった 
 ・なじめない 
 ・歓迎されていない 
 ・重要だと思われていない 
 ・クラブ指導者やクラブ運営に不満 
 ・年齢・家族・転勤・退職・経済的理由 
 ・活動がマンネリになった 
 ・派閥、飽き、意見対立、けんか 
 ・現在クラブでおこなっていることに関心がない 
 ・自分の健康上の問題 
 会員維持は、こうした退会の理由をなくすことにあります。 
 
■会員維持にはロータリー在籍年数別の対策が必要です。 
【新会員】 
 ・入会時のオリエンテーション 
・本人に合ったプロジェクトに参加 
 ・同好会／勉強会／飲み会 
【3－10 年】 
 ・だんだん面白くなる⇔派閥？飽き？退職？意見対立 
・役職が楽しければ、面倒なことも自分でやる 
  →クラブの指導的役割・地区のセミナー・RLI・地区の委員 
【10 年以上（ベテラン）】 
 ・運営に不満、関心がない、面白くない、家族の事情、健康上の問題、 
  退職、経済的理由 
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  →クラブの委員長で再チャレンジ／地区の委員会／同好会を主催／ 
   年会費の変更 
 
■まとめ：会員を維持するには？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長が増強への思いをどれだけ強く抱けるか 
   その「強い思い」を会員すべてで共有すること 
会員増強はクラブと会長の最重要課題です。 
「クラブの発展」＝「会員を増やすこと」にほかなりません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ４８ ２１ ６８．５７％ ７７．１４％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 正徳 会員 7月 23日 地区会員増強委員会 
高橋 晋 会員 7月 24日 八日市場ロータリークラブ 
諸岡 靖彦、近藤 博貴、堀口 路加 各会員 7月 25日 地区会計事前監査 
堀口 路加 会員 7月 25日 橋岡ガバナー年度地区幹事団会議 
諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 7月 28日 寺嶋年度会計監査 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


