
 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 

進 行 今泉憲治 ＳＡＡサブ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング それでこそロータリー 

童 謡 うみ 斉唱 
 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 
 こんにちは。２週間のご無沙汰です、本当に暑

いお盆でした皆さんお変わりなく出席戴きご苦労

様でございます。暑さ寒さも彼岸までもう少しの

辛抱かと思います。どうか体調を崩さないよう気

をつけてお過ごしください。 
８月１８日（土）交換学生Ｐａｕｌ君を成田空

港へ中村ご夫妻、今泉さん、中村茜さん、岡崎の

５名で迎えに行ってまいりましたご苦労様でした。

親しみを感じる好青年でございます、皆さんで盛 
り上げてください御願い致します。空港で、５ク

ラブのロータリーアンがそれぞれの想いをこめて

の出迎えが印象的でした。現在は 今泉さんが一

番目のホスト役をしていただいています、ぜひ会

員の皆さんホスト役宜しく御願いを致します。 
事後報告ですが、８月２０日に、第２５７０地

区パストガバナー高山 孝様のご母堂 高山いさ

を様（享年１００歳）の訃報がはいりました。謹

んでお悔やみ申し上げると共に、心よりご冥福を

お祈り申し上げます。本庄ＲＣとして香典を加藤

玄靜さんにお願い致しました。 
本日はグループ討論会です、皆さんの意見を出

し合っていただき一人でも多くの増強にご協力御

願い致します。 
 
〔幹事報告〕   矢島淳一 幹事 

 
 
皆様こんにちは。幹事報告を申し上げます。 

国連薬物乱用根絶宣言より「ダメ、ゼッタイ」普

及運動ということで地区米山奨学委員会より募金

のお願いに対して皆様にご協力いただきましてあ

りがとうございました。 
交換留学生の折原愛美さんが無事オクラホマに

到着いたしました。ホストファミリーの方より写

真が届いています。又、折原さんのご両親からお

礼の手紙がきています。次に本庄市ボランティア

グループ連絡会の役員会の案内がきています。本

庄国際交流協会インフォーメイションによると、

タイ料理、語学講座があるそうです。「友」イン

ターネット、学友会ニュース、米山梅吉記念館会

報 2007 秋号、Let’s ぼらんていあ 17 号、の配布物

がきていますので回覧させて頂きます。 
本日の幹事報告は以上です。ありがとうござい

ました。 

 
拡大増強月間 

 
グループ討論会 
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ロータリーは分かちあいの心



職業奉仕委員会  武井包光委員長 

 
 
８／４（土）に新座市において第一回職業奉仕

部門セミナーが開催され、委員長、会長に代わり 
出席して参りました。初回でもあり、石川ガバナ

ーからも挨拶もあり、三時間に亘るセミナ－でし

た。会として、もっと威厳のある RC と成って頂

きたいとの意見もあった。 
 

新世代委員会   中村 孝委員長              

 
 
８／１８（土）に交換留学生のポール・Ｃ・キ

スリング君が来日しました。 
岡崎会長、第一ホストの今泉氏、ローテックス

の中村さん、そして私とで出迎えに行ってきまし

た。 
来週の夜間例会で、歓迎会を行う予定です。ま

た、皆様には、折りにふれ、本人を連れ立てて頂

きたい。 
 

社会奉仕委員会  温井一英委員長  

 
 
先日本庄 RC として総検校塙保己一先生遺徳顕

彰会への入会を致しました。 
会員の皆様には再度、個人としての入会をお願

い致します。 

〔委員会報告〕雑誌記録委員 
雑誌記録委員  巴 高志委員 

 
 
 8 月のロータリーの友について解説させて頂き

ます。初めに、RI 会長の挨拶で今月は拡大増強月

間ですので、進んで会員を増やしで下さいと言っ

ております。その結果各クラブが元気になるとの

ことです。次に今月は全世界のクラブのいろいろ

なデータが出ています。その中で世界のクラブの

平均の人数が出ていますが、日本の平均人数は 43
人だそうです。そして、今回私が一番気になった

のが次年度世界始めての女性 RI 理事が誕生すると

言う事でした。今まではいなかったのが不思議で

した。それもアメリカ本土からではなくフランス

の女性だそうです。これにも驚きました。次に気

になったのがメイキャップの感想が沢山出ていま 
した。私も前期に幾つかのクラブにメイキャップ

に行きました。そこで名刺の交換をさせて頂き、

その後色々なイベントのご案内や招待状が届きま

した。これも一つの財産かなと感じました。最後

に、国内のクラブの記事ですが、読んでみると各

クラブが色々な社会奉仕活動やイベントを行って

おります。当クラブの関係ある委員会の方々もこ

れを読んで良い事は参考にして欲しいものです。 
以上、8 月の雑誌紹介でした。 
 

プログラム委員会 渋沢健司委員長 

 
 
本日のプログラムは、ロータリーの拡大増強そ

の魅力についてバズセッションをして頂きます。 
所用にて欠席の加藤玄静クラブ奉仕委員長に代わ

り、真下拡大増強委員長より本日の資料の説明拡

大増強についての問題提起をして頂く。グループ

に分かれバズセッションを行う。 
 
 
 



 
バズセッション（グループ討論） 
「 ロータリーの魅力と増強 」 

 
グループメンバー 
金子 弘（議長） 岡崎正六 武井包光  
野村正行 戸谷清一 杉山淑子 矢島淳一 
五十嵐敦子 金子 章 茂木 聡（書記） 
 

・ 会員数を限りなく 100 名に向けて増強。 
・ 現在、5 名の女性会員。女性会員の増強。 
・ 女性を下の位にみる封建的な雰囲気があった。 
・ 例会において、声を掛けられ、知人が増える

ことにより、居づらさがなくなった。 
・ 女性として、同姓が少ないのは寂しいし、少

ないと参加しづらい。 
・ 会費が高いのが、入会しづらい要因のひとつ

ではないか。 
・ 他のクラブを退会した者を入会させるのは、

他のクラブへの配慮を十分して判断。 
・ 新入会員を勧誘する際、難しい話・シビアな

話もしっかり伝え、単に入会すればよしでは

ない。 
・ クラブの品位をしっかり保ち、入会してみた

い会にしなくてはならない。 
・ クラブとして PR に勤め、活動報告等をしっか

り説明し、新人発掘をする。 
 

グループメンバー 
髙橋福八 温井一英 渋谷修身 真下恵司 八木

茂幸 巴 高志 黒岩三雄 竹並栄一郎 
山田喜一 
 
・ 地域の商業が少なくなった為入会の話しずら

い 
・ 年配の人が多いと若い人が少なくなる 
・ 会費が高い 
・ 昔は規律が厳しかった 
・ 商工会議所、法人会の会員も減っている 
・ 面白くなければだめだと思う 
・ 人口が減ってくる中､現状維持が OK なのかも 
・ 50 人ぐらいのクラブが一番よいのではないの

か 
・ 一流のムードを作る 
・ 地区大会に出る人が少ない 
・ 地区大会・IM の出席を義務づける（新入会

員） 
・ 脱会者に声をかける 
・ 近い人に声をかける 

 
 職業分類の空白を埋めていくことが本来的なこ

とのように思うが今はそういう時代ではない。

しかし、職業はダブらないほうが良いかもしれ

ない。 
 （会員増強は）実際に行動しなければならない。 
 

 会費が自分たちのために使われていないことが

(退会者にとって)大きな不満になって、退会して

いく方もある。 
 会費が有効に使われているという実感があれば、

参加するようになるのではないだろうか。 
 自分たちが出す会費が当クラブで使える割合が

少ないのも不満になっている。 
 
 せっかく加入した方が 1 年足らずで退会してし

まった。理由は、自分のためになっていないか

らだとのことであった。 
 やめてしまうと、挨拶もされなくなり、無視さ

れているようで孤独感を持ってしまう。 
  
 どうしたら楽しい会に出来るのか悩むところだ 
 
 古い会員の方には持ち場が少なくなってきてい

ることも衰退の要因ではないだろうか。 
 ＲＩの収支決算などわからないことが多いので、

卓話などで説明する機会をつくったらどうか。 
 海外に仕事で出かける機会が多い方には、「○

○国の現在事情」などという卓話などの機会を

つくったらどうか 
 
 会員増強も大事だが、今いる方が楽しくやれる

ようにすることを考えなければならない。 
 名前と顔が一致しないうちにやめていく方があ

ることも・・・ 
  
 以前は 10０名以上のときがあったがそれから見

ると今は 3 割減になっている。 
退会した方の中にはどうしても辞めなければな

らない客観的な事情があった方もあるが、中に

はやめなくても良い環境の方もいた。（そうい

う方へのお誘いも・・・） 
 
今回の新入会員の方には推薦者が大事に接して

いる。また退会予備軍（多分年齢的に見て） 
も多くなってきているが集まる機会をつくるこ

とも大事なことではないだろうか。 
 
退会防止は、お互いに声を掛け合うことや誘い

合うことが大切ではないだろうか。 
来ていただいて、声をかけあい、しゃべっても

らうことが大切だと思う。 
  
他の地域では、親クラブを追い抜いて、大きな

クラブに発展しているところがある。 
 
 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 浅香 匡委員 
        
八木茂幸会員 
「早退させていただきます。」 
 
藤井 仁会員 
「ニコニコ委員会の皆様ご苦労様です。」 
 



中村 孝会員 
「ポール君が無事来日しました。声かけ宜しくお

願いします。」 
 
黒岩三雄会員 
「８/４日付けで岡崎正六会長が金鑽神社氏子総

代就任おめでとうございます。」 
 
髙橋福八会員 
「９月９日グランドホテル２５周年記念のお祭り

を全館で行います。是非ご家族様おそろいでお越

しください。」 
 
「武井副会長第１回職業奉仕部門セミナー報告宜

しくお願いします。」 
岡崎正六 矢島淳一 坂本雄一 武井包光 
三宅健吉 渋谷修身 茂木 聡 萩原達夫 
温井一英 浅香 匡 下山正男 真下恵司 
澁澤健司 坂上俊夫 横尾セツ 野村正行 
坂本優蔵 梅村孝雄 町田国彦 田中 克 
松原幹男 山田喜一 岩淵富男 竹並栄一郎 
黒岩三雄 金子 弘 春山茂之 金子 章 
立石秀寿 杉山淑子 五十嵐敦子  
 
本日投入金額合計 37､000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔出席委員会〕      金井直樹委員 
 

 
 
プログラム委員  次回プログラム 

渋沢健司委員長 
 
日時：8 月 30 日(木曜日) 
第四例会 45-8 第 2159 回（夜間例会） 
卓 話  こだま青年会議所理事長 斉藤 様 
交換留学生（ポール・C・キスリング君） 
ウェルカムパーティー他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 

 
■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571   http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html
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