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皆さん、こんにちは。ようやくと言うか、最近は雨が降って気温が下がり、過
ごし易い日があるようになって来ました。
本日はゲストスピーカーとして「会員増強・新クラブ結成推進月間」の卓話に
地区会員増強委員長で、新潟南 RC の田中雅史様がおいで下さいました。新潟の
田中屋さんという有名なお団子屋さんで、ときメッセの信濃川を挟んで真向かい
側に、地域に開放されたギャラリーのある立派な本店を構えておられます。
そして、オブザーバーとして、同じく地区委員の新潟万代 RC の小山恒弘様と
新潟南 RC の米山光紀様が来られております。
新潟南 RC さんは会員数 100 名を超えるクラブです。会員増強のヒントをいっ
ぱいお持ちです。どうぞ、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
先ほど、皆様と黙祷させていただきましたが、三条北クラブの初代会長をされ
た中條耕二パストガバナーが亡くなられました。
皆さんもご存知のように、中條さんはご自身の会社の役職以外に、三条商工会
議所副会頭、三条法人会会長、学校関係の各役職など公的な団体（組織）を始め、
業界団体など数えきれないほど多岐に亘る団体の役職を歴任され、その間、文部
大臣表彰、国税庁長官表彰、財務大臣表彰、23 年 11 月の秋の叙勲では、
「旭日
双光章」を授与されました。
ロータリーでの主な役職は、2006－07 年に当 2560 地区のガバナーを務め
出ヴ席
先々週の出席率
ィ ジ率タ ー られました。2008－10 年には国際ロータリーの諸規則を定める規定審議会地
出 席 率
区代表議員を務められ、2010 年 4 月 13 日から 5 月 1 日までシカゴの規定審
議会に出席されています。2009－12 年 PG から選出される地区のロータリー
財団委員長を務められました。
最後まで現役の PG として、去る 6 月 16 日(土)に行われた我がクラブの 50
周年記念式典へも出席していただきました。そして 7 月 19 日には、三条東 RC
で卓話をされています。後で分かったことですが、会合には病院から抜けて出席
されたりすることもあり、しばらく前から入退院を繰り返されていたようです。
そんな中條さんを私が最後にお見かけしたのは、先々月 6 月 20 日（水）に行
われた「地域完全活動三条地区国際交流企業連絡会」という会合でした。漢字が
19 文字も並ぶ名称の会ですが、主にこの地区に在留する外国人実習生の日常生
活における生活指導や交通安全教育、防犯活動など、実習生を採用している企業
と地元警察との情報交換や懇親の会です。

中條さんは、外国人実習生受け入れ団体である三条経営労務センターの理事長として比国人の実習生の受け入
れ事業に熱心に取り組まれておりました。地元三条では、人材不足の中、比国実習生の採用で恩恵を受けている
企業も多いと思います。私の会社もその一つです。
中條パストガバナーに感謝申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。
さて、先々週 8 月 6 日の「納涼例会」は、道の駅『庭園の郷 保内』での開催でしたが、親睦委員会の皆様、
中でも市の関連施設ということで議員の名古屋さんにはいろいろお手配いただき、お世話になり有難うございま
した。ホームページ等をご覧になられ、私を始め多くの方がイタリアンレストランをイーメージーされていまし
たが、同じ敷地内の別の建物での開催でした。セルフサービス方式で、親睦さんとコンパニオンさんが何かと動
いて下さったので、リーズナブルに上がりました。通常、個人負担が生じるのですが、今回は頂かないことで、
先程の理事会で承認されました。以上ご報告申し上げ、会長挨拶を終わります。ありがとうございました。
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「中條耕二パストガバナー お別れの会」 について

８月７日 82 歳にてご逝去
［日 時］
2018 年 ９月 ６日（木）11：00～14：00
［会 場］
ジオ・ワールド VＩＰ
※ ご供花等堅くご辞退されています。上記時間帯でご都合のつく時間に平服でお越し下さい。
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お礼、交通費をいただき有難うございます。
ニコニコボックスに協力させていただきます。
お盆明けの初例会です。
本日は「会員増強月間」で、地区増強委員
会の3名様がお見えになっておられます。
どうぞよろしくお願いします。
本日は地区会員増強委員長 新潟南ＲＣの
田中様、よろしくお願いします。
田中雅史様、卓話ご苦労様です。
残暑お見舞い申し上げます。
まだまだ暑さが続きますが 朝晩はずいぶん
過ごし易くなりました。
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今日は奨学生のティラー君の運転手
をしました。

熊倉君、坂本君、佐藤君、銅冶君
西巻君、野崎君、渡邊(光)君
坂 井 君

ＢＯＸに協力いたします。
ＢＯＸ担当です。
ご協力ありがとうございました。

「会員増強で、クラブの活性化を」
第２５６０地区会員増強委員長
田中 雅史 様
（新潟南ＲＣ）

貴クラブには 3 年ぶりに訪問させていただきました。新潟南ＲＣの田中雅史です。2000 年に入会し、18
年目を迎えました。新潟市内で笹団子屋を営んでおります。こう暑くては全く売れません。
７月、新年度より地区会員増強委員長を拝命いたしました。会員増強について特別な知見、キャリアがある
ということは一切ありません。ロータリーの人事は酷なもので一片の通知で決りましたので、今日、どれ程の
お話が出来るか自信もありません、ごゆるりと聞いていただきたいと思います。
本日は副委員長の小山恒弘と委員の米山光紀、委員会３名でお邪魔しました。小山は、万代ＲＣ所属で昨年
度は新保ガバナー年度でしたので大変苦労したようです。若く見えますが、私の１年下、今は無くなりました
が市内中心部の中学校のブラスバンドの後輩です。米山は、私と同じ新潟南ＲＣ、昨年入会したばかりで何も
分かりません。たった一人の兵隊です。小間使いだけの委員ということで今年１年経験させていただきます。
ロータリーに限らず全てそうですが、今自分がいるところ、現状はどうだろうかということは非常に大事だ
と思います。会員増強に限らずクラブにおいての考え方は色々ありますが、自分のクラブが平均値と比べてど
うだろう、この地区内でどの位置を占めているか、現状を知る上で立地点は非常に大事です。
南ＲＣさんは、最多会員数は、1997 年の 80 名、最少は 1967 年創立当初の 26 名、2018 年 7 月 1 日
現在 48 名（女性会員 3 名）
。今年度純増目標は 3 名で今年度末には 51 名、内 4 名の女性会員の目標を立て
ておられます。
いつも言っておりますが、50 名が分水嶺で 50 名を超えると財政的にも組織的にも余裕が出てくる。50 名
を下回ると会の運営も厳しくなってきます。組織も人材が不足してきます。いくつもの委員会を兼務したり、

会長を 2 度も 3 度も務めなければならない状況になってきます。是非 50 名以
上を維持して出来るよう、増強に努めていただきたいと思います。
私もそうですが、地区の会員増強委員会として何かを知っている、とか特別な
技がある訳でもありませんが他の状況をご紹介することはできますので、今日は
ビデオを使ってお話させいただきます。
ライオンズクラブはどんな組織かご存知ですか。何となく知っているという程
度ではないでしょうか。ロータリーはシカゴから始まった最初の奉仕団体ですが、
ライオンズもシカゴから始まりました。会員数はロータリー120 万人、ライオ
ンズ 140 万人です。しかしやっていることは、ほぼ同じです。紹介しているビ
デオがありますのでご覧下さい。
・・・・ビデオ上映・・・・
見ていただいてロータリーも同じだということがお解りになられたと思います。これは地区の了解をとって地区
研修・協議会でも使わせていただきました。YouTube で流れていますが、いいビデオだと思います。
全ての組織が会員増強しようと思っている中で進めて行くことは大変な事です。増強は文字通り「増やして強め
る」ですが、増やそうとしてもなかなか増えませんが、増やそうとしないと減ります。会社の業績にも通じると思
いますが、前を向いて、新しい人に声を掛けていかないと現状維持さえままならない。組織は増やすだけではダメ
です。強くしなければいけない。団結力、和気藹々の和やかな雰囲気がいいクラブになっていく方法だと思います。
先般の会員増強セミナーでも話が出ましたが、会員増強を突き詰めていくとクラブの活性化、クラブを元気にす
ることとイコールです。和気藹々と楽しいクラブは退会者も出ません。他人に勧めますので入会希望が殺到する。
といういいスパイラルに入っていけるかということです。
では、どういう人を誘っていくのかと
いうことについてＲＩ会長（前年度のイ
アン・ライズリー会長）がスピーチをして
おりますのでご覧下さい。
※ My Rotary でご覧になれます
「これからのロータリーは多様な職業
人、多様な世代から男女を問わず増強し、
量と質を両立するクラブを目指そう」と
いうようなスピーチです。
2016 年ＲＩ規定審議会で様々な変革
がされました。クラブの在り方、会員資格
を各クラブの裁量に任せる。毎週の例会
がロータリーの特徴ですが月２回以上で
良いことに変わりました。若い人に毎週
出席は大変です、ライオンズは月２回で
す、だからライオンズに入ります、という
声がありました。
会員資格についてもより柔軟性を持っ
て各クラブの裁量に任せる。多様な職業
人、多様な世代、特に男女問わずというこ
とです。
三条南ＲＣも女性会員がいらっしゃいま
すが、地区平均では僅か 6％､世界の平均
は 22％です。しかしＲＩ会長は、
「世界
の人口の半分は女性なのにまだ 5 人に１
人、目を向ければもっと会員増強ができ
る、より若い世代が入って来ることによ
ってロータリーそのものも変わることが
できる」とおっしゃっています。
今年度のバリー・ラシン会長は「多様性
を受入れることがこれからのロータリー
にはとても大事。地域を代表して地域を
変えていく」という考えです。
ＲＩが言っていることに盲目的に従うの
ではなくクラブのことはクラブが決め
る。ただ会員の総意をどれだけ知っているのか。
「会長が言ったからこうだ」というのは組織のいいところでも

ありますが、クラブによっては「会員増強例会」として全員で会員増強について議論をしている所もあります。
たまには全員で、どういう形で進めて行くか議論しあう。女性会員を未だに受入れていないクラブがありますが、
本当に会員の総意でクラブの決定事項として受入れていないのかは疑問です。今までの慣習、先輩会員の目が恐
くて誘えないということかもしれません。クラブのあるべき姿を全員で考え、確認して進んで行く事がクラブを
強くし活性化し、元気が出るクラブにできるのではないかと思います。
先日の私共、新潟南ＲＣの例会で、
「実は地区の委員長として卓話をしてくるので元気な姿を見せてくれ」と言
いましたら「よう」といって手を上げてくれました。新潟南ＲＣは元気です。言い辛いですが、会員増強に関し
ては先頭を行っていると思います。一緒に皆さんも進めていただければとお願いする次第です。
少々、生意気な口をききましたが、これで終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

答えと解説

先週の答えは「セービンハカセ」

ロータリーが最優先事項として取り組んでいるのが、ポリオ撲滅活動です。ロータリアンが、
まだポリオが根絶して間もない地域や、再発の恐れがある地域へ赴いて、子どもたちも口にワ
クチンを投与する写真をご覧になったことがあると思います。そのポリオワクチンを発明した
のが、答えのアルバート B.セービン博士（1906～1993）です。
セービン博士が開発したのは、弱毒性の経口ポリオワクチン。安価で誰でも投与することが、
できるため、ロータリーのポリオ撲滅運動にはこの経口ワク
チンが使われることになりました。1988 年当時、125 か
国あった常在国は、現在はパキスタン、アフガニスタン、ナ
イジェリアの 3 か国となりました。
現在ポリオのない国や地域では、ポリオの免疫を経口生ワ
クチンから、より安全な不活性ワクチンを注射で受けるのが
一般的です。経口ポリオワクチンの投与が昔話になる世界に
ところで「セービンハカセ」
なるまで、ロータリアンは活動し続けます。
って？

今週は数独。ロータリーのことはよくわからない、という人もご心配
なく。パズルは一般的な問題で、皆さんで楽しめます。
さて、今回の答えは、ロータリーの何の数字になるでしょうか。ロー
タリーのことちょっとずつ学びましょ。

ロータリーの友

答えは次週週報で

2017 年 3 月号より

ルール
①まだ数字の入っていないマスに 1 から 9 までの数字のどれかを 1 つ
ずついれましょう。0（ゼロ）は使いません。
②タテ列（9 列あります）
、ヨコ列（9 列あります）、太線で囲まれた 3
×3 のブロック（9 つあります）のそれぞれに、1 から 9 までの数字
が 1 つずつ入るようにします。

問

題
二重枠のマスに入った数字をＡＢ順に並べてできる 2 桁の
数字をお答え下さい。

答

A

B

