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「地域のために
地域のために未来
のために未来への
未来への奉仕
への奉仕」
奉仕」

≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3-7≫

釧路市幸町 14 丁目 1-1 ノースコートサンスイ２F

会長 坂口 裕二 幹事 井岸 武雄

TEL(0154)23-6175 FAX(0154)23-6123

≪本日のプログラム≫ 8 月 6 日 12：30

≪次回のプログラム≫ 8 月 20 日 12：30

普 通 例 会

普 通 例 会

会員増強拡大月間に向けてのプログラム

新世代のための月間に向けてのプログラム

2012 年 8 月 6 日(月) 第 5 回 通算１９
通算１９7
１９75 回

【点鐘】 坂口会長
【ロータリーソング斉唱】
「国歌」
「我等の生業」
「四つのテスト」
ソングリーダー： 加納則好 会員

【会長挨拶】 坂口会長
こんにちは。先月 7 月に表敬訪問、公式訪問、そして先週の日曜日に野遊会を無事
終えることができまして、メンバーの皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。今日から
通常営業というと変ですが、通常の例会がスタートして、少し落ち着いたと同時にこれか
らしっかりと活動していかなければという気持ちでございます。
さて、連日ロンドンオリンピックの報道で賑わっており、深夜までテレビ中継を観て、寝
不足の方もいらっしゃるかと思いますが、オリンピックというのは、選手をはじめ関係者が
目標を達成するために、気持ちを一つにして、日頃の練習の成果を全力で出し切るからこそ当事者は勿論、観てい
る側も感動を得られるのであろうと思います。そして、そこには人種、宗教、政治の違いや争いを持ち込まないのが大
原則で、これは田中作次 RI 会長のメッセージに通じるところがあると感じております。いつか世界中が常にオリンピッ
クの時のようになれるようにしていくのがロータリアンの務めではないかと思っております。そのために日々地道に一
歩一歩確実に活動していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
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【幹事報告】三木副幹事
1. ガバナー事務所より夏季休業（8/14～8/16）のお知らせ。
2. 美幌ロータリークラブより創立 50 周年式典のご案内。
3. 釧路ロータリークラブよりロータリーカップ観戦例会（アイスホッケ
ー）案内。
4. 釧路市民活動センターよりわっと便り。
5. 近隣クラブより例会案内・会報。
6. 全道中学親善公式野球大会（8/25～8/26）のポスター。

【委員会報告】
○親睦活動委員会
「ニコニコ献金内訳」
☆奥様誕生
佐藤雅之 会員 高木一州 会員

【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕

■会員増強拡大月間に向けてのプログラム
＜三宮久蔵会員＞

＜佐藤雅之会員＞

☆以下、
以下、地区活動計画書（
地区活動計画書（２０１２～
２０１２～２０１３）
２０１３）地区会員増強委員会抜粋
地区会員増強委員会
委員長 菊池 道（留辺蘂 RC）
日本人で 30 年ぶり３人目の RI 会長が誕生いたします。埼玉県（八潮ＲＣ）の田中作次 RI 会長であります。
世界 200 ケ国 122 万会員の頂点に立たれました。
日本人ロータリアンの一人として大変うれしく思います。
田中作次 RI 会長は、
「Peace Through Service」
“奉仕を通じて平和を”のテーマを掲げ戦略計画の中、会員
増強目標は「純増 3%」を提示されました。また RI 理事会が採択した会員増強の標語は「一人ひとりが実践し
よう：会員の推薦と維持」であります。櫻田正弘ガバナーは「心と心、笑顔と笑顔、今奉仕のために行動を起
こそう」を地区テーマにされています。これらの目標を会員皆様と共に実現したいと考えています。
現

況

世界の会員数は 122 万人で横ばい、アメリカも減少していますが、アジアでは日本だけが著しく減少、
1996 年（11 月末）130,982 人で最も多かったが、ここ 10 年間で３万人減・会員数は 2011 年６月末
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で 88,270 名となり永年世界第２位の座をインド（118,913 名）に明け渡しました。
（4 位韓国 61,124
名）一方 2500 地区は、1996 年（H8）3,300 名をピークに 2011 年６月末で 2,212 名と 15 年連続し
て減少、毎年 70 名のクラブが１個なくなり続けていることも現実であります。減少の原因を挙げればきりが
ないと思いますが､健康高齢化問題（病気死亡）
・家庭介護等・経営環境悪化､会費その他金銭問題・ロータリー
の魅力欠如・ロータリーが理解できない・会員間の問題・災害死亡などが考えられます。2500 地区の 66 ク
ラブは１クラブあたり 33.5 名・全国 2,293 クラブ会員数 89,335 名で１クラブあたり 38.9 名であり
（2011 年 10 月末現在）5.4 ポイント少なく弱体の要因になっていると思われます。会員数 10 名台から
20 名台のクラブの合計が 33 クラブ 33／66 となり、将来のロータリーを考えるとクラブ合併統合等も視野
に入れておかなければならないと思います。
対

策

まずもって会員増強・維持・退会防止は、
「あなたのクラブの問題です」
クラブ全員で自分たちの地域で、ロータリアンとして適切な人をじっくり探すことです。会員数が減ったか
らといってただ闇雲に数だけ増やせばいいと言うことではないと思います。ロータリーは、またそんなに苦し
むものではなく、もっとロータリーをエンジョイしなければなりません。
奉仕が出来ることを楽しみ、自分を高める友人を増やし､異業種の人たちの話を楽しむのが「エンジョイロー
タリー」だと私は思っています。その姿を地域の会員候補者が見て間接的に入会の動機づけになるかもしれま
せん。
私達の留辺薬ロ―タリアンが尊敬してやまない中原勇治 PG（1985-86 年Ｇ・2004 年逝去）が 1986
年３月のガバナー月信で「ロータリアンが地域のニーズに応えて積極的に奉仕の実践を行い、地域の信頼を得
るクラブになることは、間接的に会員増強に繋がります」と述べています。スエドワードＦ・カドマン RI 会長
（1985-86）は「会員増強は、クラブ会員に資格ある一人を推薦するよう奨励してください。私は､資格あ
ると言うことばを強調します」
「数だけを目的とした増強は無意味で何の役にも立ちません。ロータリーの目的
を強化し推進することが目的です。
」地区会員増強委員会としては、
「質と量」合わせ持ったクラブが増えるこ
とを望みたいと思います。
★今年度のスローガン
｢ロ―タリーを理解し友を増やそう！｣
★今年度の目標
「会員純増１名・退会者ゼロ」
（実質 3%増）
★今年度の活動計画
・各分区のガバナー補佐主催の「会長幹事会」
・クラブ表敬訪問時に「会員増強」についてスピー
チのお願いし増強喚起を促す。
・地区会員増強研修セミナーの開催（5 月 27 日・北見市）
・地区会員増強委員会の開催（4 月 22 日地区協議会）
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《例会運営委員会 加藤委員長》
加藤委員長》
８月 ６日 在籍数 ２６名
出席免除者 ６名 出席義務者 ２３名
名誉会員 １名 出席者
１２名 欠席者
１１名
会報委員長： 佐藤 和彦
委員：
佐久間 好明

副委員長： 山本 秀基
金田 剛
櫻田 美香
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小泉

「編集：金田会員」
出席率 42.8％

和史

