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《本日のプログラム》 8 月 29 日 18：00

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

夜 間 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

会員増強拡大プログラム

会長 加納 則好

《次回のプログラム》 9 月 5 日 12：30

幹事 小泉 和史

■クラブ事務所■

普 通 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

次世代のための月間プログラム

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2011 年 8 月 29 日(月) 第 7 回 通算１９
通算１９3
１９32 回
【点鐘】 加納会長
【ロータリーソング斉唱】

「それでこそロータリー」 ソングリーダー：櫻田会員

【お客様と来訪ロ－タリアンの紹介】

大美栄治 様

【会長挨拶】 加納会長
今年も暑い日が何日かありましたが、お盆が過ぎて、秋の空気が感じら
れる季節となりました。釧路の一番過ごしやすい時期でもあり、身も心もリ
フレッシュされ過ごされていただきたいと思います。今日の例会は会員増
強拡大プログラムとなっております。ここ数年来、我々を取り巻く社会情勢、
経済環境は大変厳しい状況にあります。そうした中での会員増強、あるい
は退会防止の問題は難しい問題でございます。しかし奉仕活動が原点の
ロータリー活動の維持、その存続は会員によって支えられております。会
員お一人、お一人が会員増強委員の気持ちをお持ちいただき、会員増強
に向けて御尽力を賜りますようよろしくお願い致します。
また本日は、会長の重点目標の一つであります OB の方においでをいただきましての卓話をいただく例会となって
おります。今日は 2007 年 2008 年度、加藤パスト会長の年度で幹事を勤められました、大美栄次さんにおいでいただ
いております。後ほど卓話をお願い致します。またアルコールありの例会となっておりますが、各テーブルにおいて
会員増強のテーマを中心に楽しく意見交換をしていただき、ゲストの大美さんとも絆を深めていただきたいと思いま
す。
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【幹事報告】 小泉幹事
１． 近隣クラブより会報が届いています。
２． 釧路血液センタ－よりぷらっと９４６献血ル－ムオ－プンの案
内が届いています。
３． 米山梅吉記念館の館報と賛助会入会の案内が届いていま
す。
４． 第２９回釧路西ロ－タリ－杯柔道大会が１０月８日（土）に開催
されます。改めて委員会の方から会員皆さまに連絡があると
思いますのでよろしくお願い致します。
５． 釧路東ロ－タリ－クラブから「９月より例会場の変更の案内」
が届いています。釧路シ－サイドホテル→栄町のアクアベ－
ルに変更

【委員会報告】
○クラブ奉仕委員会
坂口裕二委員長
地区大会宿泊および車について
○例会運営委員会
佐久間副委員長
９月の例会案内
○親睦活動委員会
「ニコニコ献金内訳」
☆本人誕生
井岸武雄会員
☆その他
加納則好会長
【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕

●会員増強拡大プログラム
≪三宮会員増強委員長≫
みなさんおばんでございます。きちっとした話を、こういうところでしたこ
とがないので、たぶん脱線すると思いますが、終わりましてから、それぞ
れのテーブルで会員増強をどうするかという話が出ると思いますので、ア
ルコールも入って大変良い結論がでると思いますので、前座として少し話
させていただきます。今日、ガバナー月信の２号を見ましたら、いわゆる
地区の会員増強セミナーを PETS の時にやったと書いてあります。１時間
半に渡って色々な勧誘があったということで、PETS に出た方にですね、
その内容を話していただければ結構なのですが、私なりに触れさせてい
ただきます。１０月には二つ位月間の行事があるんですが、大体、毎月色々な月間の行事があります。８月には会員
増強及び拡大月間ということで、早い時期に職業分類の見直しをしたり、新しい会員の増強をするためにですね、
色々な形で方策をしなさいというのが、この月間の内容でございます。でですね、色々セミナーの内容を見ましたら、
日本のロータリーの会員の減少の傾向だとか、都市の人口あたり１万に対してどの位の会員がいるのか、理想なのか
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といのが話されたようでごさいますけれど、いずれにしましてもですね、新会員を実増１名入れるというのが、PETS で
の話の結論のようでございます。ということは、いわゆる２５００地区には６６のクラブがございまして、実増１名であれ
ば、６６名の方が入会されるということでございます。ちなみにですね、４月には早々、加納会長の大変なお計らいで、
小和田会員が入会され、また、色々お話をお伺いしますと、また大美さんが復帰していただくということで、実増２名と
いうことになります。ただですね、色々な傾向として、この上期にはある程度の会員増強はなされるのだけれども、下
期の後半に入って退会の傾向が強いので、防止する形をとって欲しいということが書かれております。
ロータリーの友をご覧になった方があると思いますが、１９９６年ですから、ちょうどこの１５年間にですね、日本全国
で４０６３４人の会員が減少している、１年大体２７００ちょっと位が減少している。これは日本ロータリーの緊急課題だと
いうことが言われております。釧路市内の現況を見てもですね、６月現在で釧路クラブで９３、北が６７で、あとうちが３
１と書かれておりますが、あとは大体３０ちょっと切った位です。あるクラブの会員に言わせますと、合併したほうが良
いんじゃないかという話が出ますけれども、ロータリーの友を見ますと、３人でもロータリー活動しているクラブがある
わけですから、それはちょっとまかりならないことと思います。
いずれにしましてもですね、会員増強というのは非常に難しい問題で、退会防止についても大変なことで、会社の
事情ですとか、亡くなった場合は別ですけれども、いわゆる社業の不振等の場合は止められないという色々な要素が
あると思います。退会される方はそれなりのやっぱり要素を持って退会されてるようなことでございます。会員増強の
一つの手段として、退会された会員もですね、再度誘致するように働きかけるということが言われております。この２７
４０地区というと長崎の方なのですが、そこの会員増強委員長が書いていることにはですね、１番として、会員の維持
に最新の注意と関心を払うということなんですね。やはりロータリーの会合に来た場合においては、もう人がですね、
偉い人であろうが、どういう人であろうが、一人の会員だというですね、同じ目線でお話をするようにしないと、言葉の
あやなどで、退会されるということがありますので、その点については、色々と検討していかなければならないと思い
ます。
そして２番として、先ほど申し上げましたように、会員の維持と共にですね、退会者の再入会の勧誘を推進するとい
うことが言われております。３番目としては、入会３年未満の会員の教育をしなさいと言っておりますけれども、ロータリ
ーの教育をきつくすると、やっぱり、若い人で新しい会員はですね、がんじがらめにしますと退会しますよという話も
ありますので、十分に気をつけて色々な形で融和していかなければならないと思います。先週山本委員長がですね、
ロータリーの友の内容の話をした中でですね、うちのクラブもどの位の数字まで持っていったら良いのかいうことは、
各地区のですね平均の人員が出ています。２５００地区におきましては３５人という平均の数字が出ております。できる
ことなら３３・34 位まで持っていったら良いのではないかと思います。特にですね、私もよく例会をさぼるわけですけど
も、案内の中に何々の行事があるので、多数の参加をお願いしたい、前回の例会では１８名程度しか出ていない。出
席率ですと６８％位ですけども、それではちょっとまずいわけで、３３・34 位まで、うちのクラブとしては、持っていくに
はどうしたら良いかということをこれから話し合っていけば良いと思います。増強と言いましても色々な問題があります
が、うちのクラブもかつては、７０人近い会員がおりまして、張江さんも御存知かと思いますが、クラブを二つに分けた
方が良いのではないかという話が出たくらいです。それがちょっとした山場だったと思います。それから会員の減少
につながったという要素が色々あります。というわけで、お酒を各テーブルで飲みながら、これからの増強、反省点な
どをお話ししていただいて、これからの会員増強に向かってそれぞれの形でやっていただければ、大変ありがたいと
思います。

3

≪大美栄治 様≫
ずいぶんと久しぶりに、ロータリー旗の前に立たせていただきました。
身の引き締まる思いと言いますか、今の三宮会員のお話を聞きますと、足
がすくむ思いを若干しております。改めまして皆さん、ごぶさたしておりま
す。初めてお目にかかる方々も幾人かおいでになるようであります。以前
にこの釧路西ロータリークラブでお世話になっておりました大美でござい
ます。その節はここにおられる方々に大変に多くの教示を賜りまして、ま
たお仲間として大変に楽しく過ごさせていただきました。改めまして心から
の感謝と御礼を申し上げます。その節は本当にありがとうございました。今
日は部外者にかかわらず、お招きいただきまして、重ねて御礼申し上げま
す。いつごろでしたでしょうか、お盆前だったと思います。加納会長が弊社においでになりまして、ひとしきり仕事の
話を終えまして、その後に「大美さん、たまには美味しいお酒でも飲みたいね」という風にお声掛けをいただきました。
嫌いなクチではありません。大変に嬉しく是非よろしくお願いしたいというお話をさせていただきました。その結果が、
その日というのが実は今日でありまして、場所はというと当全日空ホテルの西クラブさんの例会場でありました。しかも、
伺いますと今日は、会員増強拡大月間プログラムということで、うーんという風に少しく思い巡らしましたけども、先刻、
お初にお目にかかりました小泉幹事が、わざわざ来訪いただきまして、大変に丁重なる書面を持参されました。中を
拝見致しますと、何と、今お話をされておりました三宮元分区代理の横に私の名前がありましてね、大美様卓話と書い
てありました。重ね重ね心から御礼でございます。ありがとうございました。在籍中はもちろんなのですけれども、その
後、退籍後も多くのここにおられる方々の口上いただきながら今の私があると感謝しております。
今日のプログラムの中身であります。正直なところ退籍者の自分が、このプログラムで一体何をお話しできるのだろ
うと考えたときに、未熟者には本当に難解でありました。何をお話し申し上げても、ひんしゅくをいただくんじゃなかろ
うかなという思いがしております。ましてや会員増強とういうことでありますから、これまで多くのロータリアンの中で、長
年に渡って受け継がれてきた概念、あるいは現在に至るまで育んでこられた会員増強そのものの有り様とういものが
あろうかと思います。ほんの少しロータリーに在籍させていただいた私が、先輩、大先輩の前で、何をか云わんやの
感は否めないところがあるという風に思います。しかしながら、御指名と言いますか、半ば私は指令という風に受け取
っておりますけども、私自身が当時お世話になっておったときにやはり会員増強とは一体何だろうかなと、あるいはど
うすれば会員増強ができるのかなというようなことを考えたことがありました。その折に感じたことのみをですね、一つ
だけこの場でお話しをさせていただくことでお許しをいただきたいなと、そんな風に思っております。
当時私が感じましたことは、会員増強はその組織を、このクラブをより活性化させるべく大きな支柱なのだろうと、組
織活動の根幹をなすべきものという風に理解をさせていただいておりました。それによって多くの事業にチャレンジ
でき、ひいては何がしか社会貢献がなされるんだという風に勝手に理解をしておりました。結局のところ私の頭では、
なかなか結論らしきものを引き出すことはできませんでしたけれども、その当時感じましたことは、会員増強には近道
といいますか、即効性のある戦術とか戦略などは存在しないんじゃないかという風に感じたものであります。各委員会、
この辺りを軸にですね、取り組まれておる活動の進捗とその成果、結果というものがより多くの会員にとって共有がで
きるということ、それとその結果、成果が鮮明であるということ、これが肝要なんだろうと、私は勝手に理解をしておりま
した。またその活動の過程のなかで、考え方の違う多くのお仲間と意見交換ができることによって、自身が何かを感じ
取って、私の職場で、私の生き方に何がしか反映ができればと、仕事を通して地域社会に何がしか良いものがもたら
されるのかなという風に思いましたし、私自身の人生の中で心地よい人生が送れるのではないかと、自分の手前味噌
な話ばっかりなんですけどもそんな風なことを思っておりました。故に自身にとってこの西クラブがより有意義で、より
楽しいもので有り続けること、このことをより多くの会員各位が体感し続けられるならば、その輪というのはおのずと広
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がっていくのだろうと、理解させていただいておりました。
当時その一翼を担えればとも思っておりました。何かあんまり分からない話になってきましたけども。先に申し上げ
ました通り、多くを語ることができる立場ではないという風に理解をしておりますし、何かしら言葉を発するごとに、なぜ
か自らを深みにはめていくような感じもしております。この辺りで御容赦をいただきたいなと思います。会員各位にとり
まして、より楽しく、有意義なクラブであり続けますように、その上で西ロータリークラブのご活躍とご健勝、これのみを
御祈念を申し上げまして、酒飲みのたわごとに終えさせていただきます。お招きありがとうございました。

【お酒の出る例会ということもあり活発な意見交換ができました。
】

《例会運営委員会 大場委員長》
大場委員長》
８月２９日 在籍数 ３０名 出席免除者 ６名
名誉会員 １名
出席者
１９名
会報委員長： 金田 剛
委員：
櫻田 美香

出席義務者 ２４名
欠席者
５名

副委員長： 中川 陽市
真岩 勝司
大場 恵治
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小泉

「編集：金田会員」
出席率 63.3％

和史

