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■点鐘
■国歌斉唱「君が代」
高度経済成長の時代

■ ロータリーソング「四つのテスト」

（ソングリーダー

古田哲朗 )

経済が成熟した現在

・終身雇用

・転職？

・右肩上がりの給与体系

・増える給与？
・退職金？

・退職金制度

■ 熊本東南ロータリークラブの歌「未来」

（ソングリーダー

・保障された年金制度
・高金利

古田哲朗 )

■来訪者紹介（会長 山田公也 )

・年金制度？

成熟経済・
少子高齢化

・低金利？

いままでのやり方で将来は？
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熊本第３グループガバナー補佐 榎主税 様（熊本東ＲＣ）

■ガバナー補佐ご挨拶

女性の平均寿命

（歳）

87.45歳（2019年）

90

約65年間で＋19.70歳

85

約

6年

80

■８月誕生祝い

75

67.75歳（1955年）

65

８月誕生祝

60
0

松岡

泰光

会員

8月21日

小野川善久

会員

8月30日

男性の平均寿命

約65年間で＋17.81歳

70

81.41歳（2019年）

63.60歳（1955年）
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 （年）
1961年 国民年金制度の開始

出典：厚生労働省「令和元年簡易生命表の概況」より算出
注1）2015年以前は完全生命表 注2）1971年以前は、沖縄県を除く値である
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■会長の時間（会長 山田公也 )

■幹事報告（幹事 杉本整哉 )
■クラブより
１）

前年度理事会報告。

■今後の行事
地区新会員
2022 08 月 26 日（金）

1/31

－１－

オリエンテーション

オンライン開催
案内中

オンライン開催

■ロータリーの友８月号紹介

◎榎主税 熊本第３グループガバナー補佐 2,000 円
この度、熊本第３グループのガバナー補佐を務めさ
せていただきます。榎主税と申します。若輩者です
が一生懸命務めます。よろしくお願い致します。

（会報・雑誌 副担当 沼田敏雄 )

◎松本繁 5,000 円
敬愛する榎ガバナー補佐の御来訪を心より歓迎して
スマイル致します。
◎内田信行 5,000 円
榎ガバナー補佐の御来訪を歓迎して活躍を期待して
います。

◎彌冨照皇 3,000 円
榎ガバナー補佐の御来訪を歓迎致します。

■委員会報告（報告者 小畑成司 )
◎片岡貞志 2,000 円
九州学院の甲子園出場にスマイルですが、コロナ陽
性者が出てしまいました！
早期の回復と拡大防止を祈念してスマイルします。
◎杉本整哉 1,000 円
第３グループガバナー補佐 榎主税様の御来訪を歓
迎致します。
蒲島郁夫 熊本県知事表敬訪問の報告
「ウクライナ避難民物資支援」について

◎福井学 1,000 円
榎ガバナー補佐の御来訪を歓迎します。

■出席報告（出席・プログラム担当 草村安宏 )
月日

会員数 出席者数

43
07 月 20 日 （免 5）
30
39
43
30
08 月 03 日 （免 5）
Zoom6
38
☆出席免除
07 月 20 日
住江正治 志賀重人 島村徹男
古庄浩二 村瀬直久
08 月 03 日
住江正治 志賀重人
村瀬直久
☆欠席者（5 名）
07 月 20 日

島村徹男

川崎直樹
潮谷愛一

■スマイル報告

修正出
席者数

出席率
（％）

3

33

96.84
78.95

◎山田公也 1,000 円

榎ガバナー補佐の御来訪を歓迎致します。

■卓話

（会員増強委員長

中島祐爾 )

会員増強委員会 新年度方針発表および委員会卓話
委員長 中島祐爾
委員 【会員増強担当】 小畑成司会員
古庄浩二

矢野敬之

（親睦・スマイル担当委員

MU

吉永陽三

宮川義行

渡邉俊一郎会員

【活動方針】
会員増強は各クラブの永遠の課題である。クラブ存続のためにも最優先
事項として取り組んでいく。
また同時に退会防止のためにも会員同士の親睦・結束を高めていく。
【実施計画】
1、若手会員を中心にその交友関係者へ積極的に声掛けし、ロータリー
クラブの魅力をアピールする。
（早めに接触する。
）

福井

学)

2、20 代・30 歳前後の若い事業主、また後継者にはまずロータアクト

－２－

を紹介し、そこで魅力を感じてもらい数年後ロータリークラブ入会へと
導く。
3、退会者を減らす為には会員同士の親睦が一番である。各委員会での
定期的な親睦（炉辺会合的なもの）を行っていく。

4、長期欠席者へはみんなで気軽に声掛けすることでホームクラブへの
出席を促す。
会員増強をするに当り
1、まずクラブの現状分析をする（今後の活動・戦略計画・クラブの長所・
短所など）
2、
ビジョンの作成（これから３年から 5 年の間にかけて実現したいこと）
3、ビジョンの実現化（どのように進めていくか）
自分のクラブのことを把握しておくことが大事。
会員勧誘するときにクラブの魅力・特長・活動内容・今後の計画や予定
など具体的に説明が出来る。
またロータリークラブの歴史や全世界で取り組んでるポリオ撲滅なども。
入会をためらう 3 つの課題
1、会費
2、出席義務（開催頻度）
3、例会スタート時間
衛生クラブがある
1、会費シュミレーション（10 名の場合）
会 費
収 入
支 出

収 支

5,000 円
600,000 円
384,000 円
216,000 円
7,000 円
840,000 円
384,000 円
456,000 円
大分 Olioli クラブ 1 万円／月（親クラブから支援金無し）

■点鐘

2、出席義務（開催頻度）
各ロータリークラブの細則で例会頻度と出席に関する規定を定めるよ
うクラブに柔軟性を与える（毎月最低 2 回の例会開催に修正）
3、例会スタート時間

編集者

沼田

敏雄

誰をも温かく迎え入れるクラブの環境づくり

投稿日 : 7 月 27, 2022
寄稿者：トム・ガンプ

（第 5950 地区パストガバナー、国際ロータリー会員増強委員）

企業へ勤務している若者にとって、昼間の時間帯に仕事を中断し例会
会場へ向かうことは困難。

8 月はロータリーの「会員増強・新ク

ラブ結成推進月間」。会員基盤の成長に
熊本東南 RC 戦略計画

ついて真剣に考える月です。会員制組
織であるロータリーにとっては、会員
基盤の成長を図り、インパクトを広げ
ることが重要です。

会員基盤は、少なくとも三つの方法で成長させることができます：

（１）入会への関心を高めることに力を注ぐこと、
（２）既存会員の積極的な参加を促すこと、

（３）地元のニーズに応える新クラブを設立し、さらに多くの入

会者を引き付けること。歴代の国際ロータリー会長たちも、会員
増強におけるこれらの側面を強調してきました。

－３－

昨年度（2020-21 年度）のシェカール・メータ RI 会長は、「Each
One, Bring One（みんなが一人を入会させよう）
」キャンペーン

を立ち上げ、少なくとも一人を例会やクラブの行事に招くよう全

会員に奨励しました。その結果、2020-21 年度にはロータリー会
員数は純増となりました。

今年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長は、ロータリーにとっ
て必要なのは会員にとっての「居心地のよさ」と「配慮」である
ことを再認識するよう呼びかけています（詳しくは My ROTARY
の会長イニシアチブのページをご覧ください）
。私もまったくそ

の通りだと思います。これまでに行われてきた調査でも、ロータ
リークラブの退会理由として最も多いのは、クラブの文化や環境
に馴染めなかったことであると示されています。たとえ退会しな

くても、知り合いや友人をクラブに誘うことには躊躇するでしょう。
クラブの文化を変える取り組みを始める前に、まずは自分たちの
クラブの文化がどのようなものであるかを理解する必要がありま
す。会員（特に入会者）へのアンケートを行い、新会員がクラブ
をどう見ているのかを理解する必要性をジョーンズ会長が強調す
るのは、このためです。クラブに対する人びとの認識を理解した
上で、それを変える必要があるのかどうかを検討し、また、誰を

も温かく迎える環境づくりの最善の方法を検討することができます。
私の地区には、会員への配慮や誰をも温かく迎える環境の大切さ
を身をもって示しているクラブがあります。Kaleidoscope ロー

ターアクトクラブ（米国ミネソタ州）は、自閉症のある人とその

インクルーシブな遊び場とは

ブです（クラブ名である「Kaleidoscope」は「万華鏡」の意味）。

発揮しながらさまざまな友達と共に遊び学べる場所

家族を地域社会とつなげ、支援することを目的に結成されたクラ

障害の有無などを問わずあらゆる子どもが自分の力を生き生きと

このローターアクトクラブの結成にあたっては、自閉症のある
若い成人のための職業訓練とライフスキル（生活技能）訓練を
行っている非営利団体「Minnesota Independence College and

Community（MICC）
」と協力しました。MICC は、
学生用のアパー
トを備えたキャンパスで大学レベルのコースを提供しています。
このクラブは、この大学の活動をサポートしており、分野特化型
クラブであると同時に、インクルーシブ（包摂的）なクラブでも
あります。学生、自閉症のある人とその家族、大学教員、自閉症
に関心のある人など、多様が会員がいます。

このクラブを結成した経験から、多くのことを学びました：
会員の声に真剣に声を傾けること。会員は、クラブがどうありた
いのかを自分たちで決める権利があります。

取り組む分野や対象となる受益者についてしっかりと学ぶこと。
これはクラブの活動について地元の人びとに伝え、入会への関心
を高めるために重要なことです。

柔軟な姿勢を保ち、思い込みや先入観を持たないこと。このクラ
ブの創立会員たちは、自閉症のある人が会長になるべきだと強く
感じました。実際、その会長はクラブで素晴らしい仕事を成し遂
げています。

大切なのは、会員への配慮と居心地のよさを常に意識することで
す。これこそが、会員基盤を成長させ、クラブに対する会員の誇
りを高める最善の方法です。会員が誇りをもてば、クラブにとど
まり、人びとに入会を薦めてくれるでしょう。ロータリーの成長
を図る方法はこれしかありません。

ロータリーボイスより

－４－

