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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

Weekly Report№ ５

遠軽ロータリークラブ
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９３０回 例 会 記 録
日時：2019年 8月1日(木)18:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：木 村 一則 ＳＡＡ
★開 会 点 鐘 ：渡辺 勉 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：棚橋 忠 君③

2019年 8月 8(木) 07:00～
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本吉 春雄 君

◇本日のビジター

2019-20年度 国際ロータリー第2500地区
吉田 潤司 君（釧路RC)①
ガバナー
第4分区Ｇ補佐
川崎 敏夫 君（興部RC)④
地区副幹事
五明 正吉 君（釧路RC）
地区副幹事
髙橋 直人 君（釧路RC）

会長報告

渡辺 勉 会長②
本日は吉田潤司ガバナーによります公式訪問例
会でございます。ご一行様には遠路お越し頂き感
謝申し上げます。先ほどガバナーにお伺いしたと
ころ、遠軽で20カ所目、まだ40数カ所残ってい
ますが、第2500地区は広大ですので、お体には
十分留意されて頂きたいと存じます。
今日は16時30分から会長･幹事懇談会、17時か
らクラブ協議会が行われ、ガバナーから適切な助
言、アドバイスを頂いたことを念頭において一年
間活動していきたいと考えております。
今夜は夜間例会です。吉田ガバナーからご講話
を頂いた後は、お互いに懇親を深める場でもあり
ますので、忌憚のないご意見を交わして頂ければ
幸いです。今宵楽しい一時を過ごして頂きたいと
思いますので、よろしくお願いします。

幹事報告

本間

克明 幹事⑤

１．第2回理事会報告 a．8月の例会プログラム
1日 ガバナー公式訪問例会
8日 早朝例会：コスモス園除草
15日 休会
22日 会員卓話
本日のプログラム
29日 職場訪問：遠軽信用金庫本店様
b．ロータリデーの取組みについて
9月8日のコスモスフェスタにおいて実施する
c．クラブジャンパーの調整について
花火大会に間に合うよう対応する。
会員の皆様のサイズを記入願います。
d．ライラセミナーの参加について。
8月31日から9月1日に旭川で開催されます。
クラブからは乾青少年委員長、研修生として遠
軽信用金庫の敦賀君と新井田君が参加します。
２．今月のロータリーレートは、108円です。

本日のプログラム

Ⅰ．ガバナー講話
活力・魅力ある2500地区を作ろう！！
遠軽RCは42⇒60名に会員増強を！！

吉田 潤司 ガバナー①
皆さん、こんにちは！
マローニー国際ロータリー会長は「会員数は
120万人を下回り、ロータリーの危機」と記録的
会員減少に警鐘を鳴らしました。「退会する原因
を除去しないで従来通りの方法で増強を続けるこ
とは、穴の開いたバケツに水を注ぐのと同じ、こ
のままでいいのですか？」私も全く同感です。
私が入会するとき、スポンサーから言われたこ
とは；・入会6ヶ月は、全部出席しなさい。
・自分を覚えてもらいなさい。
・毎回別テーブルに座りなさい。
④
・わからないことは聞きなさい。
・6ヶ月経って、いやなら辞めてもいい。【2面へ】
【名前後の○数字は写真とその中の番号】
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【1面より】
私はほとんど守った結果、40年続きました。
「ロータリーとは何ですか？」と聞かれたこと
はありませんか。これはチャンスです。その人は
ロータリーに関心があります。どう説明すれば、
もっと興味を持ってもらえるのか？
いろいろある中で、私は次のように答えます。
“日頃のストレスから解放される癒やしの空間
です。友だちと語り合い、明日への活力を作る団
体です。また、地元で、国内で、世界で多くの奉
仕活動をしています。「百聞は一見に如かず」あ
なたも入会しませんか？”
私が、ロータリアンに感じている最大の欠点は
「自らがロータリーに誇りを持っていない」とい
うことです。
明日のロータリー、10年後のロータリーを考
えると、会員増強が全ての活動に優先する、と言
っても過言ではありません。まさにクラブの活性
化は皆さんの熱意と行動にかかってます。
ここで、「驚異の年間51名の入会」を果たし
た高崎ロータリークラブの例をお話しします。
❶増強作戦開始：・候補者をリストアップ
・候補者一覧表を作る ・勧誘する順番を付ける
❷とにかく組織的勧誘！
・待っていては、誰も入会しない
・募集広告では、まったく意味がない
・グループで、しつこいほど勧誘
・誰か入会する人探して……まったくナンセンス
❸勧誘スタート：・グループで攻める
・断られたら、次のグループが勧誘
・「そんなに私を待っているのか」「そんなに私
を必要としているのか」と思わせる
・ほとんどが、あきらめて入会する
❹なぜ入会してくれないのか？
・ふつうは、2～3回の勧誘では、断る
・単独での勧誘は、断られることが多い
・承諾しても断ってもどちらでもいい
・「とりあえず断っておくか」
何人もの人に、何回も誘われたら、根負けして
入会する。
❺勧誘時の心得
・誇りと熱意をもって勧誘
・必ずパンフレットを渡す
・考えておく……翌日再訪、短期決戦

出席報告

竹内徳治
出席委員長

例会日

以上ですが、このクラブの素晴らしいことは、
ロータリーに誇りを持って、熱く熱く語った結
果、辞める人はいないそうです。みんなロータリ
ーを楽しんでいるとのことです。
誇りを持って熱っぽく語って、耳で勧誘、目で
勧誘、全身全霊で勧誘しましょう！
全ての活動の源は、会員増強です。
増強にネガティブにならず、どうしたら入会し
てもらえるか真剣に考え、1年間、会員増強を旗
印として、遠軽RCは60人を達成して下さい。
最後に、私からお知らせとお願いです。
地区大会について。必要なことだけをやりま
す。そして、高尚な講演を聴いて学んでもらい、
懇親会は皆さんに最後までゆっくり楽しんでもら
うため、椅子席にします。
財団寄付と米山奨学会寄付の増額、そして補助
金事業への参加をお願いします。
上期で、寄付は終わらせたいと思っています。
最後に、セクハラについて注意願います。
交換留学生に「頑張れよ」とお尻をポンと叩い
たのがセクハラだと、裁判になっています。
活力ある、魅力ある2500地区を作っていくこ
とは私たちの責務です。よろしくお願いします。

Ⅱ．米山記念奨学会について

川崎 敏夫 第4分区ガバナー補佐
今まで58カ国から、累計で21,000人余の奨学
生を支援してきました。今年度2500地区では10
名の奨学生一人一人に地域のRCが世話クラブと
なり、会員がカウンセラーとしてお世話していま
す。皆さまの寄付により運営されております。

Ⅲ．懇親会

◇乾杯
川崎 敏夫 第4分区ガバナー補佐④
遠軽RCの創立60周年と皆さんの健康を祈念し
て乾杯します。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳 親睦活動委員長

吉田潤司ガバナー ニコニコ献金
10,000円
川崎敏夫ガバナー補佐 公式訪問例会
3,000円
加藤幸徳君 社長就任
10,000円
島田光隆君 娘の結婚
5,000円
2019-20年度合計 110,000円
☆閉会点鐘：渡辺 勉会長☆今月会報担当：山田荘一委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

7月25日 42
39
8月 1日 42
39
2019-2020年度 国際ロータリー
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国)
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ)
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：渡辺 勉
副会長：上田 稔
会長エレクト：佐久間英昭 幹事：本間克明
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

