
進 行：ＳＡＡチーフ 坂本雄一        点 鐘：午後 12 時 30 分 橋本恒男 会長 

ソング：我らの生業・四つのテスト 
    
〔会長挨拶〕         橋本恒男 会長 

 
 
皆様こんにちは。暑い日が続きますが、熱中症等にはお

気をつけ下さい。 
本日のお客様をご紹介いたします。今日、増強について

の卓話をいただく第２５７０地区クラブ奉仕部門委員長の

山口茂様、本庄南ロータリークラブの幹事の後閑純一様、

今回台湾に留学する交換留学生の柳井美歌さんとお母さん

です。皆様、よくいらっしゃいました。 
昨日より甲子園にて全国高校野球が始まりました。我が

郷土の代表 浦和学院はお隣の群馬県代表の高崎商業と今

週の土曜日１１日に戦います。今年の高崎商業のエースは

左投手で、予選で１点しか点を取られていないそうです。

浦和学院も相当苦戦しそうな感じがします。２０分で行け

る高崎を応援するか１時間かかる浦和を応援するか、本庄

の市民は複雑なところですが、高校野球では地域が優先す

るので、やはり浦和を応援するのが当たり前かもしれませ

ん。 
今月は増強・拡大月間です。ロータリーとは何か。なぜ

ロータリーに入会したのか。皆が統一したメッセージを発

信できるようになる事を願っています。会員を増やす鍵は、

一人一人がロータリアンになって良かったと納得し、他の

人たちに情熱を伝える事です。ロータリアンは謙虚で自ら

が達成した事をひけらかしたりしません。 

しかし私たちは自らの信念と熱意を身近な人々そして、

世界の人々に伝えて行かなければなりません。 
先週、本庄南ロータリークラブでの髙橋パストガバナー

の卓話の中で、ロータリーに入会して、例会が面白くてた

めにならなければ出席率も悪いし、退会者も出ると思うと

話をされました。私も全く同感であります。これで会長の

時間は終わります。宜しくお願いします。 
 
〔幹事報告〕         澁澤健司 幹事 

 
 
1.埼玉県国際課     財団法人  埼玉県国際交流協会外国人総 
合相談センター埼玉のご案内がきておりますので 回覧い
たします。 

 
2.本庄市国際交流協会事務局より、語学講座のお知らせお 
よび日本語教室のボランティア募集のインフォメーショ

ンが来ておりますので回覧いたします。 
 
3. 国際ロータリー2570地区より、ふじみ野ロータリークラ
ブが 6月 30日解散とのご案内が来ております。 

 
4. 2570地区クラブ奉仕部門    会員増強委員会より増強月間
の取り組みのご案内が、手描き「絵葉書」で来ておりま

す。 
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5.2570地区より第一回ロータリー財団部門セミナーのお知 
らせがきております。日時は 9月 8日午後 1時 30分より、
国立女性会館で行います。 
 

6.過日ご案内をさせて頂きました、本庄ロータリークラブ 
福島修会員のご尊父であり当クラブ設立のチャター会員

で名誉会員の故福島茂夫様のお別れの会が 8月 19日 
午後 1時より埼玉グランドホテル本庄で行われます。ご
出席できる方はご出席のほどよろしくお願いいたします。 

 
7.2570地区事務所のお盆休みのご案内が来ております。 
  8月 13日～15日までとなっております。 
 
〔委員会報告〕 
新世代部門セミナー報告 
新世代部門委員会       渋谷修身 委員長 

 
職業奉仕部門セミナー報告 
 職業奉仕部門委員会      岡崎正六 委員長 
 
 
本庄南ロータリークラブ幹事     後閑純一 様 
青少年留学生紹介             柳井美歌さん 

 
 
〔卓 話〕       
第 2570地区クラブ奉仕部門委員長   山口 茂 様 

 
 

 

会員増強は永遠の課題 
 

2012年度-2013年度、鈴木ガバナー年度がスタート致し
ました。8月は会員増強月間であり、1人でも多くの適格
者にクラブ入会の興味をもってもらう為に、又クラブ会員

の減少を防ぐ為に、クラブは内部拡大の為に現行規定を充

分且つ意図的に利用し、多くの会員が例会出席したくなる

プログラム内容の充実が必要と考えます。 
クラブ会員増強は貴クラブの将来の為にも、円滑なクラ

ブ運営、地元地域社会への奉仕活動を持続していく為にも、

会員増強が絶対必要条件となります。又、会員の維持も重

要で、会員増強と会員の維持は両方大事となります。 
RIではクラブの活動はクラブレベルで行われ、クラブの
活動と会員の現状について、各クラブで全会員と共に検討

するように求められており、各クラブは「将来理想の目指

すクラブとは、どうあるべきか」その為に現在（単年度）

未来と、どの様に変わっていくべきかについて、考える必

要があるのではないでしょうか。 
今年度はＲＬＩ方式による第 2570地区初の第１回会員増
強セミナーを、高柳育行会員増強委員長にて 6月 2日に開
催しましたが、当日のを参考にして頂き、貴クラブにて答

えを出して頂ければ幸いです。（地区会員増強目標 60
名・各クラブ純増１名） 
 

当 2570地区の 2012年 7月 1日現在の集計 
会員数 1,721名 クラブ数 52 

会員数              女性会員数     1クラブ平均女性会員数 
第 1G会員数 309名  第 1G  15名（4.8%） 11C       （1.3名） 
第 2G会員数 207名  第 2G     11名（5.3%）   8C          （1.3名） 
第 3G会員数 397名  第 3G  17名（4.2%） 12C       （1.4 名） 
第 4G会員数 374名  第 4G  18名（4.8%） 11C    （1.6名） 
第 5G会員数 361名  第 5G  12名（3.3%） 10C    （1.2名） 
合 計 1,648名  合 計  73名     平均 1.36名 

 
会員増強方法の一部抜粋 
① 年度会長が自ら会員増強を行い、熱意をもって望む。 
② 潜在的な職業分類を探り、地域社会内の事業及び専門

職の新業種の該当する資格ある候補者を探し出す。 
③ クラブ会員が全員、会員増強に意識を持ってもらう

（特に女性会員の勧誘） 
④ 貴クラブ協議会等により、クラブ内にて会員増強・会

員維持について協議する。 
⑤ グループガバナー補佐と連携して、会員増強を行なう。
 
8 月の会員増強月間が、貴クラブの実りのある月間となり、
今年度が第 2570地区として会員数が増え、貴クラブが充
実した年度になる事をご祈念致します。 
 
 
〔御礼の言葉〕         萩原達夫 副会長 
 
〔お礼の品進呈〕        橋本恒男 会長 
 
〔ニコニコ BOX報告〕 
山口 茂 様 
「本庄ロータリークラブ会員の皆様、創立 50周年、おめ
でとうございます。橋本恒男会長様、渋澤健司幹事様、本

庄 RC会員の皆様、本日は会員増強卓話依頼を頂き 2年連
続の渋澤健司様、高柳育行様のお 2人には地区会員増強委
員長をお受けして頂き感謝致しております。特に地区では、



パストガバナー、髙橋福八様、加藤玄靜様には一番お世話

になりありがとうございます。田中 克パスト会長様、前年
度は新会員 10名入会ありがとうございます。」 
 
本庄南ロータリークラブ 後閑純一 幹事 
「本日は、本庄地区からの青少年交換留学生を紹介させて

頂きにまいりました。よろしくお願い致します。」 
 
橋本恒男 渋澤健司 関根 貢 春山茂之 岡崎正六 
高柳育行 温井一英 矢島淳一 茂木 聡 今泉憲治 
下山正男 杉山淑子  
「クラブ奉仕部門委員長山口 茂様、本日卓話宜しくお願い
します。」 
 
橋本恒男 
「本日も、お世話になります。」 
 
髙橋福八 
「去る 8月 6日夜、本庄南ロータリーの卓話をしてきまし
た。橋本会長始め多くの仲間に来ていただき有難うござい

ました。」 
 
笠原 勝 
「10月 6日（土）に開催致します「ふるさと本庄歌謡祭」
に本庄クラブの協賛を頂きましてありがとうございます。

盛り沢山の内容ですので、ぜひ見に来て下さい。」 
 
長崎隆司 
「7月の夜間例会ありがとうございました。」 
 
杉山淑子 
「友人のお祝い事が有り長野に行って参りました。ついで

に立山アルペンルートに行って参りました。大変涼しい 
1日を体験致しました。皆様暑さも後少しです。頑張りま
しょう。」 
 
次回プログラム発表 
8月 23日（木）ＰＭ12：30～第 3例会 
卓話 境野三郎パスト会長・金井澄雄パスト会長 
 
〔出席報告〕 
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