
                           

                                                               

本日の例会（第１７４６回）   ８／３０（水） 
《米山奨学生卓話》 

◆卓話紹介会員 米山奨学生カウンセラー 北村 紀子さん 

◆スピーカー 米山奨学生 タパ カビタさん 

◆題   名 ネパール社会における未亡人の状況 

 

次回の例会（第１７４７回）   ９/６（水） 
《国際奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 国際奉仕委員会 委員長  星川 直志君 

◆題   名 国際奉仕月間に因んで 

 

第１７４５回例会記録   ８／２３（水）晴 
◆司 会 香田 研二君 

◆斉  唱  RS・日も風も星も 

◆来 訪 者  名古屋北 RC 岡部 君 他 1 名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  174３回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  26名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  76.47％  出席率訂正  93.33％ 

会  長  挨  拶 

               会長 加藤 あつこ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま 本日は、2 週間ぶりの例会です。いかがお過ごしでした

か？残暑きびしい折、お久しぶりにお目にかかれて 嬉しく思い

ます。 

夏休みの休暇は、お盆の行事、家族サービスなど慌ただしく日々

お過ごしになられたことと存じます。そんな中、猛暑が続くかと

思えば、大雨に、かみなりとたいへんなお天気が続いています。

お仕事は、やっと 平常にもどられ、ロータリーも通常の活動に

なっていくかと存じます。 

さて 本日は、親クラブの北ロータリークラブ様から 岡部会長

様、伴野幹事様のご来訪をいただいております。岡部会長様、伴

野幹事様におかれましては、たいへんお忙しい中、お越しいただ

きまして 誠にありがとうございます。 

会員一同心より歓迎申し上げます。どうぞ ごゆっくりお寛ぎ下

さいませ。 

 北ロータリークラブ様には、ファミリークラブの親として、平

素よりご指導賜っておりますこと感謝申し上げております。今後

ともよろしく お願いいたします。また、後ほど、ごあいさつを

いただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

私の夏休みは、 毎年開催される 広小路夏まつりです。今年で、

66 回目です。名古屋市・愛知県・商工会議所・商店街振興組合・

法人会などの主催です。ボランティアで、毎年お手伝いしていま

す。地域社会の活性化ですが、楽しくて 元気をもらっています。

中区栄の氏神さまの 朝日神社が主催です。「なごや昇竜みこし」

を担ぐお祭りです。この昇竜みこしは、29 年前に 朝日神社にあ

ったイチョウの樹を利用して作った おみこしだそうです。毎年、

美しい みこしクイーンが 16名ほど赤いはっぴを着て参加しま

す。この みこしクイーンが、4 人づつ 交代で おみこしに乗

ります。担ぎ手が 100 名ほど参加して 賑やかに わっしょ

い！！わっしょい！！と広小路通りを練り歩くのです。見せ場は 

このみこしクイーンとおみこしを空にむかって 元気よく ほう

り上げるのです。なかなかの醍醐味でです。午後 5 時に水まきセ

レモニーをしてスタートです。午後 8 時過ぎまで、お祭りは続き

ます。屋台などたくさん出展して すごい賑わいです。一度見に

来てください。 

さて 8月 23 日今日は何の日？は、何でしょう。 

1914年：第1次世界大戦で日本はドイツに宣戦布告した日です。 

オーストラリアとセルビアの戦争をきっかけに始まった第 1 次世

界大戦。日本もドイツに宣戦布告して、ドイツが占領していた青

島や南洋諸島に軍を送りました。 

1953 年（昭和 28 年）：ＮＨＫ，プロ野球ナイターを西宮球場か

らテレビ初中継 

1868 年： 16～17 歳までの少年で結成された百虎隊が、薩長

土肥濃 五藩結成の官軍によって会津若松の鶴ヶ城まで攻め込ま

れ、飯盛山まで逃げたが、炎に包まれた城を眺めながら生き残っ

た 20 人の少年たちは、自刃して果て、百虎隊の最期でした。 

今月は、会員増強月間です。卓話では、会員増強 香田委員長の

お話があります。皆さまがたの ご協力をお願いし、会長あいさ

つといたします。 

 

幹 事 報 告 

１．本日の例会に、親クラブの名古屋北 RCより岡部会長、並び

に伴野幹事が新年度のご挨拶にご来訪されております。 

２．11月 18 日(土)・11 月 19 日(日)に開催される地区大会の

締め切りは、本日までとなっております。出席義務者の方で出欠

票が未提出の方は早急にご提出していただきますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋北ロータリークラブの岡部会長と伴野幹事にご来訪い

ただきました。 

 

 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．８ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



卓話 
「会員増強月間に因んで」 

会員増強委員会 委員長 香田 研二君  

 

 

 

 

 

 

 

7 月 21 日 名古屋国際センター 

国際ＲＣ第２７６０地区地区会員増強セミナーを踏まえ 

8月9日 第1回名古屋名北ＲＣ戦略委員会「会員増強について」

報告  （配布資料 加藤会長・杉浦幹事レジメより） 

「新入会員候補者（ターゲットリスト）作成のお願い！！」 

 はじめに 地区増強セミナー 会員増強ガイド（地域に合った計

画を立てよう）より 

強固な会員基盤は、クラブが地域社会や世界で活動をするための

土台です。クラブによる社会奉仕活動や海外での人道的支援活動

を通じて、ロータリーに対する認識や理解が深まり、 

財団とプログラムへの支援も増えるでしょう。会員増強はＲＩ理

事会、ロータリーコーディネーター、地区リーダーに至るまで、

ロータリー全体の最重要課題ですが、なかでも重要な役割を果た

すのがクラブです。クラブが会員増強に真剣に取り組めば、目に

見える成果が得られるでしょう。 

以上より、名北ＲＣに於いても全会員が「会員増強」の意識を高

め「会員増強」への協力をお願いします。 

 クラブ現状の客観的評価と課題  

 まずはクラブ現状を評価し、魅力的で楽しいクラブ作りが必要

です。クラブを客観的に見つめ、強みと改善点は何かを考えるこ

とにより名北ＲＣには様々な課題が見えてくると思います。 

以下は当クラブの戦略委員会でも一部話し合われた内容会員増強

ガイドより例示します。 

・男女の比率はどうか⇔名北ＲＣは現会長が女性で有るなど性別

に関係なく開かれているクラブと思われますが女性会員の拡大余

地は大きいと思われます。 

・40 歳以下の会員は何人いるか⇔名北ＲＣは 0 名、我が国の課

題である少子高齢化同様クラブのさらなる活性化のためにも次世

代を担う若い会員の増強が大きな課題であると思われます。 

・欠けている職業分類は何か（職業分類のバランス）戦略委員会

にても話し合われた課題です⇔現名北ＲＣの充填職業分類会員一

覧表と未充填職業分類を今回の卓話に添付しました。 

これより我がクラブには、各専門医師や公認会計士・税理士など

が未充填であり「会員増強」への重点ターゲット職業が見えて来

ます。 

また、主婦（夫）や、企業をリタイアしてもロータリーに関心を

示す人たち、例えば町内会の世話役など地域社会への貢献に積極

的に取り組んでいる人なども含まれると思います。 

・各クラブ間の紹介活動⇔本日親クラブの名古屋北ＲＣ岡部会

長・伴野幹事に来訪いただいていますが、名古屋北ＲＣの例会は

金曜日の午後です。名北ＲＣは水曜日の午後ですがこのように各

クラブの例会には違いが有り仕事のスケジュールで金曜日の午後

が都合の悪くても水曜の午後なら都合がつく、という候補者もい

ると思います。逆のパターンも有り得ます。 

地域、仕事の都合などでロータリーに興味を持ちながら当クラブ

に入会できなかった候補者は積極的に他クラブに紹介し、他クラ

ブとの会員候補者の情報交換を推進しましょう。 

以上会員各位には是非参考して下さい。 

勿論、未充填職業とはいえ新会員候補者は「誰でもいい」という

ことでは決してありません。ロータリアンとしてふさわしい人物

かは従来通り厳選します。 

今後、総ての会員の様々な客観的分析の意見に率直に耳を傾け、

クラブ戦略委員会にて議論を深め「会員増強」に役立てていきた

いと思います。 

新入会員候補者（ターゲットリスト）のお願い 

 第 1 回戦略委員会でも議題となりましたが、クラブ現状の客観

的評価（分析）と課題の未充填職業などを参考にいただき 10 月

末を目処に各会員に於かれましては名北ＲＣの発展のために「新

入会員候補者（ターゲットリスト）」の作成をお願いします。 

一つの成功例として守山ＲＣは毎回の例会で会員間の意識を高め

るためテーブル インフォメーション（会員増強標語）を置くな

ど会員より 31 名の紹介をいただき 9 名の新会員を獲得していま

す。 

皆さんのご協力のリストを基に当クラブ戦略委員会で新会員候補

者を絞り込み各会員にも依頼させていただきグループでスカウト

したいと思います。 

このリストが今年度「会員増強」の成否を決める最大の要因とな

ります。今回の卓話の最重要ポイントはこのリスト作成のお願い

です。協力を是非お願いします。 

 魅力あるクラブつくり  

 「会員増強」のためには、新しく会員になろうとする人たちに

とり、名北ＲＣが魅力あるクラブか？が大きく問われます。 

今までも十分魅力的で楽しいクラブですが、現状のクラブ会員数

を鑑み、より一層魅力的で楽しいクラブとは何か？を名北ＲＣ総

ての会員に考えていただきたいと思います。 

ロータリークラブは、1905 年 ポール ハリス（弁護士）以下

4 名が「信頼できる友人が欲しい」と立ち上げたのが始まりです。 

ガイドブックによると、魅力的なクラブとは会員の仕事、家族、

個人的な関心やニーズにクラブが応えてくれる入会者や若い会員

ほど、クラブに留まり続ける確率が高いことがわかっています。

これらが早期の退会防止や会員増強の大きな一因と記しています。 

会員間の親睦や職業の専門性などの意義ある情報交換を深め魅力

あるクラブを目指したいと考えます。 

新会員候補者に名北ＲＣの活動に参加してもう 

 入会候補者には、各例会や家族忘年会、職場見学会など現在名

北ＲＣが行っている活動に積極的に誘導してクラブの活動を直に

見てもらうのも大きなポイントです。 

第 1 回戦略委員会報告 

 上記の他先の戦略委員会で議論されたことも補足報告します。 

＊あくまで戦略委員会での議論であり決定事項ではありません。 

・会費の問題 現在の会費では新候補者には高すぎないか 

・例会場の変更 新会員候補者にとり現例会場は魅力的か 

・毎週例会の変更 月２～3 回への変更 

・楽しい例会つくりで会員個々に声掛けいただきたくさんの候補

者を連れてきてもらう。 

 一人でも多くの方に名古屋名北ロータリークラブの会員になっ

ていただけるように、皆様のご協力、何卒よろしくお願いいたし

ます。 

二 コ ボ ッ ク ス 

岡部 RC 会長） 

本日のクラブ訪問よろしくお願いいたします。 

伴野 友昭君（名古屋北 RC 幹事） 

本日はお世話になります。よろしくお願い致します。 

尾関 正一君 

夏負けせず過ごせました。 

杉浦 定文君 

岡部会長、伴野幹事、本日はようこそお越し下さいました。本日

はよろしくお願いいたします。 

香田 研二君 

本日卓話宜しくお願いします。 

渡邉  泰彬君 

ニコボックスご協力ありがとうございました。 

【本日は北ＲＣ岡部会長様、伴野幹事様のご来訪ありがとうござ

います。会員増強加島委員長 卓話よろしくお願い致します。】 

加藤あつこさん 梶川 久雄君 梅村  篤君 岩田  滿治君 

平子 明資君 近藤  朗君 足立陽一郎君 星川 直志君 

阿部 美男君 柴山  利彌君 西脇 良一君 北村 紀子さん 

梅田  渉君 尾關 實津成君 西脇 多吉君 入江 由希子さん 

加藤 昌之君 

木村 雅一君 

石黒  勉君 

 

小關 敏光君 

 

梅村 美知容さん 

 


