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三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦
本日はＲＩ2560 地区より会員増強・地区拡大委員
長熊木繁雄様、地区副幹事佐藤明臣様にお越しいただき
ました。ありがとうございます。
さて、今月は会員増強月間です。先週の例会に於きま
して、クラブ会報委員会の平松修之さんから『ロータリ
ーの友』誌の紹介で、他クラブの様ざまな取り組み事例
を紹介していただきました。
当クラブとしては、楽しいクラブ、そして、
『これがロ
ータリークラブ』ということを示して、会員拡大を進め
ていきたいと思います。
本日は、地区増強・拡大委員長のご指導で勉強したい
と思います。

◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●ＲＩ第 2560 地区事務所より
「村上ＲＣ創立 60 周年記念式典の日程変更」
のご案内
変更前：2020 年４月 11 日（土）
変更後：2020 年４月 12 日（日）
会場：瀬波温泉 大観荘
●三条ローターアクトクラブより
「三条・白根クラブ合同サバイバルゲーム例会」
仮登録のご案内
日時：2019 年 10 月 14 日（月祝）
9：00～17：30（予定）
場所：サイティングＺＥＲＯ（三条市内）
申込期限：9 月 1 日（日）

◆本日の出席：47 名中 29 名
◆今年度の累計出席率：88.64％（8/23 まで）
◆ゲスト：ＲＩ2560 地区会員増強・地区拡大委員会
委員長 熊木繁雄様（直江津 RC）
、同委員・地区副幹事
佐藤明臣様（新井 RC）
◆先週のメークアップ：8/22 三条東ＲＣへ 渡辺俊
明君、佐々木常行君、丸山智君、坂本洋司君
8/24 第 1 回ロータリー財団セミナー・地区補助金オリ
エンテーション（新潟市）へ 永井篤利君、吉沢栄一君

ニコニコボックス
8/26 21,000 円 累計 118,000 円
熊木君（直江津 RC）
「三条南 RC の皆様より 2019-20 年度
会員増強目標達成の為、力強いご協力をお願い致します」
※卓話謝礼・交通費も別途 BOX へご寄付いただきました
荒澤会長「会員増強地区拡大委員会熊木委員長と佐藤地区副幹
事、本日はありがとうございます。ご指導願います」
長谷川幹事「本日ゲストの熊木様、佐藤様、ようこそお越しく
ださいました。本日の卓話、宜しくお願いします」
西潟君 「台風 10 号の影響で 40 度超えもありましたが、そ
の後めっきり涼しくなって参りました。もう冬が近いの
かもしれません。御自愛ください」
銅冶君、野崎君、渡邉（久）君、渡邊（光）君
「BOX に協力します」
池田さん「BOX にご協力ありがとうございました」

第四分区ＩＭ ご出席の方へ
9 月 14 日（土）
集合場所：三条市役所前
出発時刻：12 時 30 分
大型バス 1 台、市内４ＲＣ乗り合せ
Rotary バッジ、地区バッジをお付けください
（次週、配布書面をご確認ください）

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
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ようこそ三条南 RC へ
国際ロータリー第 2560 地区
地区副幹事（会員増強）

佐藤明臣様（新井 RC）
「馬塲信彦パストガバナーから、かつて新井 RC へ公式訪問の
際にクラブを激から励していただいたことが思い出となって
います。会員増強に御尽力賜りますようお願い致します」

卓 話
国際ロータリー第 2560 地区
会員増強・地区拡大委員会
委員長

熊木繁雄様（直江津 RC）
「ロータリーの健全性にとって
会員増強は永遠のテーマである」
～なぜいま会員増強なのか！～
皆さんこんにちは。
私は 2019-20 大谷年度会員増強・地区拡大委員長を仰せ
つかっております、直江津 RC の熊木繁雄です。
本日は三条南 RＣ様の例会におきまして、佐藤地区副幹事
共々に卓話の時間を頂きまして、大変ありがとうございます。
私は会員増強実行推進担当でありますので、本日は大谷年度
におきます、会員増強年度目標達成を致す為のお願いを申し上
げたいと思いますので、宜しくお願い致します。
まず大谷年度の会員増強目標値は、前年度末比 5%純増
（約 117 人増）です。そして増強活動目標値は地区会員数の
2,100 人台の安定維持をする事です。
全クラブが一律 5%増を達成出来ますと 117 人増となり
ますが、一律 5%増の実行は非常に厳しい状況にあります。
前年度（2018－19 年度）の状況を確認致しますと、地区
56 クラブにおいて、年度会員増がゼロもしくは会員減のクラ
ブが 39 クラブ（約 70%）あります。この状況からみて、委
員会と致しましては、クラブ毎に増強%に対しバランス調整が
必要と思われます。
そこで、委員会と致しまして各クラブに対し委員会目標値を
設定すべく検討致しておりますので、皆様にはご理解とご協力
を頂きます様、お願い致します。
続いて、目標達成の為、地区及び全国の会員数の推移を見ま
す。
まず第 2560 地区の会員数変動を確認致しますと、直近 6
年間の会員数は平均年当り 10 人増でありますが、さらに直近
11 年間の会員数を見ますと平均年当り 10 人減となり、地区
では2,100 人を挟んでの横ばい・停滞・減少傾向にあります。

次に全国においての会員数は 2001 年４月～
2019 年 1 月迄.18 年間の推移を見ますと 29,237
人の減少となり、約 24.5％減少と大変厳しい大幅減
少傾向にあります。
ゆえに「なぜいま会員増強なのか！」を考えますと、
減少傾向に至りますと、ロータリーの健全性を安定維
持する事に大きな支障が生じる恐れがあると思われ
ます。ロータリー活動を円滑に推進致す為にも、ＲＩ
マローニー会長が提唱されている「変化を実行に移す
最初の年度にするように」をモットーに、この厳しい
会員減少傾向に歯止めをかけ、増強、増員傾向へのス
タートの年度と致す事が、大谷年度の課題のひとつで
あると思います。ゆえにロータリーの健全性を安定維
持する事が出来るため、会員増強・増員が今、大切な
活動目標であると思います。
結びとしまして、会員増強にあたり、公共イメージ
の拡大と親睦とクラブの質の向上に努め、クラブ会長、
幹事、会員増強委員長をはじめとし、増強に対する危
機感を認識致し、強い決意とヤル気をもって、クラブ
内に強力なリーダーシップを発揮され、全会員が増強
活動の意義を共有し、大きな行動に移す事と同時に
「退会防止活動」にも大きな努力が必要と思われます。
最後に、三条南 RC 様の５人以上の純増目標達成に
大きな期待をさせて頂き、皆様の益々のご発展とご活
躍を祈念申し上げまして、会員増強・地区拡大委員会
からのお願いと致します。

９月のお祝い
✨会員誕生
13 日
14 日
18 日

広岡豊樹君
阿部隆樹君
銅冶康之君

✨配偶者誕生
4日
12 日
19 日
25 日
27 日

松﨑恵（孝史）さん
佐々木朋子（常行）さん
銅冶なをみ（康之）さん
木村久美子（譲）さん
齋藤千代子（嘉一）さん

✨結婚記念日
23 日

星野健司君 敏江さん

＊おめでとうございます＊

今後の予定
９/ 9 通常例会「外部卓話」税理士 捧 みちる様
（担当：松﨑孝史会員）
9/16 敬老の日 休 会
9/23 秋分の日 休 会
9/30 移動例会「ランチ例会」 ※会場を変更します
会場：燕三条イタリアンＢｉｔ
（県央地場産業センター内）
※出欠を確認しております。ご協力よろしくお願いします。

