
《ゲスト》
RID2830 クラブ拡大・会員増強委員長
今 春淑様 (十和田八甲 RC)

《会長要件》西尾会長
　みなさん、こんにちは。12 月も中旬
を迎え、年度の折り返しを迎えようと
しています。
　先週、東京で第 50 回ロータリー研究
会が行われまして、当クラブの黒田会
員が出席され、RI 会長指名委員会の報
告などをされたそうです。来月、黒田

会員から卓話をいただく予定ですので、お楽しみに。
　Facebook の紹介をさせていただきます。画面を見
ていただきます。Facebook で「ロータリー研究会」
と検索すると、多くの方が、ロータリー研究会の様
子を写真付きで掲載しているのを見ることができま
す。この中で、ひとつご紹介したいのが、国際大会
の開催場所の予定です。2022 年（今年度）はヒュー
ストン、23 年はメルボルン、24 年はシンガポール、
25 年はカルガリー、26 年は台北、27 年はホノルル、
28 年はクラカウかマニラ、というところまで決まっ
ているようです。みなさん、ここに、というのを決
めて準備を進めてはいかがでしょうか？
　もうひとつ、報告ですが、昨日（12 月 15 日）八
戸高校インターアクトクラブを久保田青少年奉仕委
員長と慶徳幹事と 3 名で訪問しました。柏山部長に
活動費を贈呈させていただきました。これがそのと
きの写真です。来週のクリスマス家族例会には残念
ながら参加することはできませんが、来年以降、一
緒に活動できることを願っています。
　来週は、クリスマス家族例会
です。ロータリークラブのこと
を家族の方、新会員候補の方に
知ってもらう絶好の機会である
と思いますので、よろしくお願
いいたします。
　12 月は、会員増強月間です。
本日は、RI 第 2830 地区クラブ拡
大・会員増強委員会委員長の今

春淑様をお迎えしております。今様、どうぞよろし
くお願いいたします。

《幹事報告》慶徳幹事
◦２月１９日 ( 土 ) に南グループの IM
があります。全員登録で懇親会は希望
者となります。懇親会の会費は 8,000
円です。先日岩岡ガバナー補佐からも
お話がありましたが、当日は「リンゴ
ミュージック」代表の樋川新一様から
講演していただくことになっていま

す。八戸グランドホテル、14 時 30 分登録開始、15
時開会です。後程ファクスにて出欠の確認をします。
◦ハイライト米山が届いています。
◦八戸地区連合防犯協会より防犯カメラ設置促進事業
に関する報告が届いています。市内小中学校や青い
森信用金庫等に設置されたそうです。

《ニコニコボックス》米内副委員長
西尾会長 : 地区クラブ拡大・会員増強
　　　　委員会、今委員長、本日はよ
　　　　ろしくお願いします。
慶徳幹事 : 地区クラブ拡大・増強委員
　　　　長、今 春淑様、本日はよろし
　　　　くお願いいたします。
黒田会員 : 今委員長さん、今日はよろ
　　　　しくお願いいたします。
松田会員 : 今委員長、本日はよろしくお願いいたし
　　　　ます。
清川会員 : 地区クラブ拡大・会員増強委員長、今 春
　　　　淑様、本日はよろしくお願いいたします。
西村会員 : 今委員長、ようこそお越しくださいまし
　　　　た。本日はよろしくお願いいたします。
橋本会員 : 地区クラブ拡大・会員増強今委員長様、

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30　例会場：八戸パークホテル

●ガバナー　成田　秀治   ● 会長　西尾　和樹  ● 幹事　慶徳　拓也  ●コミュニケーション委員長　吉田　立盛

ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/　　Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/

   Facebook ページに「いいね！　 」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2020/

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は免除会

員 6 名を含む 23 名。出席率は 85.2％

です。
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　まず最初に、2021 年 22 年クラブ拡大・会員増強

委員会の地区目標として、1. コロナ禍の中、退会防

止に向けた対策を講じる。2. 会員増強 ( ミラクル

1200) 会員数を 1,200 まで増やす。これは私が幹事

をやった年度のの小山内ガバナーが、東日本大震災

があったときですが掲げた目標であったと記憶して

います。ちょうど 10 年目になりますけれども、又再

び「ミラクル 1200」という目標を掲げております。

会員数１名から 15 名のクラブは純増１名、16 名か

ら 30 名のクラブは純増２名、31 名から 50 名のクラ

ブは純増３名、51 名以上のクラブは純増４名、あく

まで目標ですが頑張っていただきたいと思います。

続きまして 3. 新クラブの結成、衛星クラブ、ハイブ

リットクラブ、活動分野に基づくクラブ、女性の潜

在的な能力を引き出し、ローターアクトを含めた若

い職業人に魅力的クラブ、4. 公共イメージ向上委員

会と連携を図り、会員維持と会員増強を目的とする

PR 活動をする。以上の目標を達成するためには、

2830 地区の各クラブ、会員の皆様からのご協力とご

指導を、よろしくお願い申し上げます。

それでは私の所属するクラブのご紹介に移らせてい

ただきます。十和田八甲ロータリークラブは 2002 年

９月 23 日、国際ロータリーより地区 44 番目のクラ

ブとして認証され、2002 年 12 月８日に会員 41 人、

チャーターメンバー 41 人でスタートしました。ライ

オンズを 41 名脱会してロータリーを作りました。当

時の大柳繁造 PG を初め、沢山のロータリアンのご出

席を頂いて認証伝達式を行ったということです。私

はチャーターメンバーではございません。２年後に

ゴルフをやりなさいということで入りました。これ

が私がロータリーに入った理由です。

　10 周年の時は PG の松本康子さんがガバナーの時

に行いました。来年、2020 年 10 月で 20 周年を迎え

ます。この 20 周年に向かって今、会員 100 名を目標

にしております。今現在 83 名になっておりますけれ

ども 100 名を目標にしております。発足以来クラブ

の目標として、初代会長が「四つのテスト」にござ

いますように本当に役立つ奉仕をしよう ( 真実かど

うか ) 会員はみんな平等 ( みんなに公平か ) 楽しく

なければ駄目 ( 好意と友情をを深めるか ) みんな仲

良く ( みんなのためになるかどうか ) をモットーに

活動して現在 83 名という人数になっております。７

名ほど亡くなっているのも現状ですけれども、毎年

大体入っております。

　十和田八甲ロータリーの活動表をご紹介したいと

思います。この計画書と報告書 ( 画面 ) を基にクラ

ブ会員増強がどのようにつながっているかご紹介し

ます。役員、理事会名簿に特別顧問というのが３人

ついております。石川さんが初代会長になっていま

すが、我がロータリーの増えている理由というのが

十和田商工会議所の会頭と３人の副会頭の４人が

ロータリアンであるということが事実です。その中

で３人最高顧問を上に設けたのが３年くらい前です

が、老の人たちを上に置いて、老・壮・青というよ

うに考えていましたので、特別顧問の方々と会長に

なってもエレクトになっても副会長になっても各委

員長になってもクラブを健康にしていくと３年くら

い前に考え方を変えました。

　　　　ようこそいらっしゃいました。よろしくお

　　　　願いします。

《職業奉仕委員会》伊藤委員長

　職業奉仕委員会の伊藤です。少

し早いですがよろず相談のポス

ター、チラシが出来ております。

今日を逃すと１月 20 日迄通常例

会がないものですから、皆さんお

持ち帰りになって、１月になって

からで結構ですので周知に努めていただければと思

います。改めて相談員の先生方にはご連絡いたしま

すので皆様ご協力お願いします。

《ロータリー財団委員会》吉田賢治委員長

　皆さんこんにちは、ロータリー財団

の吉田です。前回 12 月２日の例会で

長嶺会員より大口の寄付を頂戴いたし

ました。本日、西村会員より寄付を頂

いております。ありがとうございまし

た。

《会員増強委員会》西村委員長

　皆様こんにちは、本日は会員増強

委員会担当例会ということで、かね

てから長嶺 PG にお願いして、どなた

かよいゲストスピーカーはいらっ

しゃらないかと相談申し上げていた

ところ、十和田八甲 RC の今様をご紹

介くださいました。お願いしたとこ

ろ快諾してくださいまして、今日は本当に寒いし、

遠路はるばるですがようこそいらっしゃいました。

よろしくお願い申し上げます。

　今様の事は、皆様良く存じ上げているとは思いま

すが簡単に御紹介申し上げます。所属は十和田八甲

RC で今年度は 2830 地区のクラブ拡大・会員増強委

員長を務めておられます。今様の十和田八甲 RC は現

在会員数 83 名とお聞きしました。2830 地区でも２

番目の規模を誇っておりますと同時に、毎年の会員

増強も非常に驚異的で県内でも随一の増加とお聞き

しております。

　今日はその秘訣を是非お教えいただいて、近年や

やもすれば低迷しつつある我がクラブの会員増強活

動に、ガツンとカツを入れるようなお話をお聞きで

きればと期待しています。よろしくお願いします。

《ゲストスピーチ》

RID2830 クラブ拡大・会員増強委員長　今 春淑様

　こんにちは、十和田

八甲ロータリーの今と

申します。八戸南ロー

タリーに今日お招き頂

きまして、今日は我が

十和田八甲ロータリー

がどうやっているか、

2830 地区がなんで１ ,

200 人にならないかを個人的にお話したいとおもい

ますので、最後までよろしくお願いします。



　我がクラブの人の集まる理由は商工会議所が母体

で青年会議所の卒業者、毎年大体３人、４人という

ように卒業者が入ってくれているのが理由かなと

思っていました。表の左側の委員長は全員若い人た

ちです。35 から 45 歳くらい、古いというと可笑し

いですが古い人たちを副委員長にして、若い人たち

がロータリーで発揮してもらうよう委員長をお勤め

してもらっています。ただ私が見る分には、コロナ

の中で中々集まることが出来ませんので、つい最近

大分収まってきたので全体会議をやったときに、や

らせてみるときちっとお勤めになるなと感じで、老

に対しても青にたいしても壮に対しても仲良くやっ

ているなと、自分のクラブでありながらそういう感

じは受けています。いざこざはありません、いざこ

ざがあったときは最高顧問と相談しますのでその辺

はありません。

　よその計画書を見たことがありませんが、普通は

クラブ奉仕委員会というのが頭に来ていると思うの

ですけれども、クラブ戦略計画委員会を頭にしてい

る理由が２つほどあります。クラブの健康状態、活

性化、基盤向上、クラブの将来を補うためにもクラ

ブ戦略委員会で色んなクラブの悩みを相談できるよ

うに、そこを１番重要視している部分でございます。

そしてクラブ奉仕委員会へ出席そのほかの委員会へ

続きますが我がクラブでは戦略計画委員会がトップ

ということでここを１番にしております。同好会が

３つありましてゴルフ、つり、旬の会、旬の会とい

うのは季節の料理を皆で食べましょうという会です。

３つの内２つに入りなさい、活動には１人 2,000 円

補助しています。こちらのロータリーの会費はわか

りませんけれどもうちの会費は 136,500 円です。最

初のスタートは月 10,000 円で行きましょうというこ

とで始まりまして食事は 500 円、あとは一切出しま

せん。地区大会などの催しがある時は会の方で全部

補います。今、大体 13,000,000 円位集まりますので

それで全部賄うということでやっております。私が

会長の時に例会を減らしました。なんでかというと

人数が多いので食事例会をした時に赤字になってし

まいます。それで昼 2 回、夜 1 回ということで、現

在は 3回の例会で行っている次第です。

　ということで、十和田八甲ロータリーが増える理

由は、毎年増えているのですけれども大体こういう

感じです。ただ、十和田市というのは人口的に

60,000位ですが十和田にロータリーは3つあります、

十和田ロータリー、十和田東ロータリー、十和田八

甲ロータリーとあります。十和田ロータリーは35名、

十和田東ロータリーは 27 名、うちが 83 名というこ

とで、そのほかにライオンズもありますので、その

中で人数が多い方かなと思っています。12 月 22 日

の最終例会に 1 人、なんとしても入りたいというこ

とで申し出がありまして、なんとか来年の 10 月まで

に 100 人を目ざして頑張っている次第でございます。

十和田八甲のご紹介でした。

　続きまして 10 月 17 日に 2830 地区地区大会におい

て RI 会長代理の羽部様より退会理由で何が 1 番多い

かということで、費用や時間の負担が 10％だそうで

す。これは RI 理事会での報告ですけれども、クラブ

の環境 23％、期待と違っていた 19％という事が羽部

様より報告されました。11 月の月信をご覧になって

いる方はわかると思いますが、今現在 2830 地区の会

員は 1,200 から引いた場合－６５名です。40 クラブ

ありますので 40×2 で 80 になるのではないかとガバ

ナーにも報告しましたけれど、先ほどの目標を 12 月

までに達成できなかったので、来年の 1 月 22 日にホ

テル青森に 2830 地区のガバナー補佐にお集まりいた

だきまして、なんとか増やさなければ駄目だと、来

年の 6 月 30 日迄には是非とも 1,200 人を目指したい

のでセミナーをやることになりました。ご参加でき

る方がございましたら是非ご参加していただきたい

と思います。

　私なりに月信の一覧表を見たところ南グループが

2830 地区で 1 番多い人数で 271 名です。2 番目に多

いのが東第 2 グループ、我がロータリーもいますが

217 名、1 番少ないのが大都市の青森の中グループで

143 名と少ないです。弘前方面で多いのは西第 2 グ

ローブ 172 名、西第 1 グループは五所川原方面で

183 名ということで見ますと、この南グループが 1

番優秀かなと、私は思っています。1 月 22 日には成

田ガバナーにもお話したいと思います。結果、人を

増やさないと秋田県と合併になりますと維持費もか

かるし時間ももったいないと思いますので、なんと

か 1,200 人を目指したいと思いますのでよろしくお

願いいたします。

　それではスクリーンに映っていますが会員維持を

どうするかをお話させていただきたいと思います。

読み上げていきます。（東京・恵比寿ＲＣ・石井様資料）

◦新会員に対する対応を間違えるな

　入会後新会員がすぐになんで俺に挨拶に来ないん

だとか、新会員だから下働きをさせるのが当然だと

体育会的な対応をする。そうすると「馬鹿にするな、

そんなところに居られるか」とやめてしまう。

◦まずロータリークラブになじんでいただこう

　最低 1年間はお客様扱いする必要があります。

◦新会員の獲得が上手くいかない理由

　円熟したロータリアンの熱意不足、女性会員への

理解不足、会長・幹事は奉仕活動に忙しく会員増強

迄力が回らない。誰かがやってくれるだろうと他力

本願になっている。気分的に、今の時代増強は無理

だと思い込んでいる。自らのクラブの現状を調べて

みようとしない。若いロータリアンにとっては自分

のビジネスの参考になる先輩のアドバイスが重要。

そのための炉辺会談を企画してください。ビジネス

上の相談ができる先輩ロータリアンが若い会員を指

南するミーティングを積極的にやって下さい、これ

は大きな魅力となります。◦入会直後の対応が重要、

入会直前直後のオリエンテーションが重要、どんな

資料を利用して本人とコンタクトし理解していただ

くか。色々な資料がある、本人に合ったプロジェク

トに参加してもらう。まずはなじんでもらう。遊び

に誘う。ロータリーの良さを認識してもらう。研修。

新会員のネットワークを作るのに協力する。

◦1 年から 2年までの時期、やめる理由。

　こんなはずではなかった。出席。お金。会員になっ

たのにメリットがない。なんでこんなことをやらさ



タリーのすばらしさをもっと認識する。活動が楽し

ければ面倒なことも自分でやる。

◦退会防止が最も重要

　例会に来なくなったらやがてやめる。時期は 12 月

6 月。1 番やめる人の多いのは 6 月。すなわち次の半

年分の請求書が来た時に、払うべきかやめるべきか

を考える。

◦火の用心活動をしよう

　6 月になって騒いでも遅い。3 月から最近お見掛け

しない会員に声をかけ遊びに誘いましょう。しばら

く休んでいる人は例会に出るのが怖いんです。遊び

に誘う方が敷居を低く、関係継続につながります。

◦会員維持の基本は火の用心活動です

　最近例会でお見掛けしない会員に声をかけ、同好

会、炉辺会、懇親会などに誘いましょう。声をかけ

ることが重要。あの人誘っても来ないからと言わず

声をかけてください。あなたを忘れていませんよと

言う証です。

　ご清聴ありがとうございました。

《西尾会長》

　今委員長ありがとうございました。私が今 6 年目

で会長をやらせていただいて、今迄 1年・2年、3年・

4 年という中で副委員長とか委員長とか、色々と活

動をやらせていただいた中で、今続けているんだな

というのを改めて実感していますし、新しく入られ

たた方々にも、今コロナで中々活動が難しいですが

色々と活動にかかわっていただければと改めて思い

ました。

《今地区委員長》

　 べらべらとお話しましたが私も

ロータリー 18 年目ですけども、右も

左もわかりません。成田ガバナーが

私の高校の後輩でもありますので、

一 生 懸 命 な ん と か 2830 地 区 が

2021-22 年度の６月 30 日までに、絶

対 1,200 人にしたいと思いますので、

先程報告しましたけれども黒田元 RI 理事もおります

し、長嶺 PG もおりますので、なんとか１人でも増や

してほしいと思います。こういう機会を作ってもらっ

た西村さん、大変ありがとうございます。私も不慣

れでお話するのは得意ではありません。ですが今日

ご紹介した東京恵比寿ロータリークラブの石井さん

のお話を聞くと、なるほどなと思って、ロータリー

は奉仕と親睦、そして仲間を大事にすることがロー

タリーだなと私は思っています。私も建設業をやっ

ていますが異業種の集まりですから、お医者さんと

か中々お話しできませんので、そういう方々とお話

しできて、自分のスキルが上がったのかなと自分を

ほめている時もたまにありますけれども、そういう

ことでこのロータリーは成り立っているのかなと

思っています。山﨑淳一 PG がいつも親睦が第一です

よと言いますので、私もそれを忘れないように頑張っ

ていきます。八戸南ロータリーがこれからも益々ご

繁栄ありますように。今日はありがとうございまし

た。

れるのか、スポーツクラブなどと違う。自分はクラ

ブに受け入れられていない。友人が出来ない。よく

まあ、みんなこんなことをする暇があるね。

◦1 年から 2年までの時期でどうすればよいか

　地区の新会員セミナーに参加していただく。同好

会に入会を勧める。ロータリーについて学ぶ機会を

増やす。地区大会・世界大会の参加を誘う。親睦会

や旅行会に度々誘う。委員会活動に興味を持たせる。

出席をあまりうるさく言わない。

◦2 年から 3年まで、やめる理由

　期待したネットワークができなかった。仲間に入

れてもらえなかった。クラブの行事、活動に参加す

る意欲がない。そんなに出席できないよ。みんなが

やっていることを知らない。奉仕団体と言っている

けど昼飯を食いに来ているだけじゃないのか。

◦2 年から 3年まで、どうすればやめないか

　委員会で指導的役割、副委員長についてもらう。

青少年交換のホスト。国際奨学生、米山等のカウン

セラー。ローターアクト、インターアクトの連絡担

当者になってもらう。クラブ内の活動が有意義だと

分かれば出席するようになる。

◦3 年から 5年目、やめる理由

　だんだん面白くなくなってきた。クラブ指導者や

地区役員に不満を持つ。派閥のいやらしさに巻き込

まれる。

◦どうすればやめないか

　委員会で指導的役割、委員長になる。地区のセミ

ナーに参加していただく。地区の委員会メンバーに

なる。RLI 等に参加をする。

◦5 年から 10 年目、やめる理由

　飽きてくる。たいして面白くない。退職。他に関

心がありその活動がより重要だと思うようになりそ

ちらを選ぶ。

◦やめないためにどうすればよいか

　クラブ指導者、会長、幹事、副会長になってもらう。

退職後もロータリー活動を継続できることを伝える。

RLI に参加してもらう。地区の委員として活躍して

いただく。

◦10 年以上、パスト会長、ベテラン、やめる理由

　クラブ指導者に不満。現在クラブで行っているこ

とに感心がない。年齢。退職。家族の事情。健康上

の問題。経済事情。

◦どうすればよいか

　地区レベルのより指導的な役割、ガバナー、ガバ

ナー補佐、地区委員長になる。退職した会員はクラ

ブの指導的役割や地区の役割を務める時間的余裕が

ある。

◦退会の理由

　つまらなくなった。人間関係を築けなかった。嫌

になった。歓迎されていない。重要だと思われてい

ない。会員であるという誇りを感じなくなった。ク

ラブ指導者と意見が合わない。下働きをさせられる。

今更なんでこんなこと。馬鹿にするな。年齢、転勤、

退職、病気、経済的理由。

◦打つ手はあるか

　もっと多く奉仕活動をやる。共に汗をかく。親睦

を図る。共に遊ぶ。クラブ内、地区、世界、ロータリー

について学ぶ。ロータリーの活動をもっと知る。ロー
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