
国際ロータリー第２７９０地区 

       

 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

■創 立■ １９６４年３月２日   ■例会日■ 毎・金曜日１２時３０分  ■例会場■ オークラ千葉ホテル 

■会 長■ 五十嵐 博章     ■幹 事■ 松尾 博之        ■会報委員長■ 普天間 操     

■事務局■ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

２０１８-１９年度 

第２６４５回 
 

２０１８年８月３１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆ロータリーソング『R-O-T-A-R-Y』 
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日はいらっしゃいませんでした。 

◆会長報告          五十嵐 博章会長  

皆さんこんにちは。８月２５日（土）、地区会員増強セミ

ナーに出席してまいりました。基調講演やテーブルディ

スカッションがあり、とても充実した日を過ごして参りまし

た。８月は会員増強月間です。今日は小林委員長の企

画により、パネルディスカッションを行うことになっており

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

今、ジャカルタでアジア大会２０１８が開催されていま

すが、男子４００ｍリレーで、日本が２０年ぶりに金メダル

を獲得しました。あの走りを見ていて、日本人の筋力も世

界レベルに近く、１０年前に比べると相当上がってきてい

るように感じました。この調子でいくと陸上だけではなく、

他の種目でも２０２０年の東京オリンピックではかなり期待

出来るのではないかと思っております。 

東京オリンピックの開会式は、７月２４日と決まりました。

オリンピックのマスコット名が「ミライトワ」、パラリンピックは

「ソメイティ」という可愛らしい名前が付けられました。 

あと２年後に迫ったオリンピック開催が成功するよう祈

りたいと思います。 

千葉南クラブが創立されたのは、５５年前の東京オリン

ピックが開催された年でした。千葉ロータリーから分かれ

て千葉市内では２番目に出来ました。 

日本で最初のロータリークラブは、東京ロータリークラ

ブで１９２１年（大正１０年）４月１日に世界で８５５番目の 

 

クラブとして国際ロータリーに加盟が承認されました。そ

こから千葉ロータリークラブが１９５１年に創立されまし

た。 

現在、２７９０地区は８３クラブから成り立っています。

皆さん、千葉ロータリークラブから、子クラブとして２番目

に出来たクラブはどこだかおわかりでしょうか。それは木

更津ロータリークラブです。千葉南クラブは、千葉市内で

は２番目ですが、全体では２２番目に創立されました。 

 

◆委員会報告                  

前会員増強委員長・北原俊彦会員より 

 ２年前に地区の会員増強委員長を仰せつかり、千葉

県中を走り回り、前年よりも少しプラスになった記憶がご

ざいます。要するに、退会防止が一番大事ではないかと

思います。私は、千葉南クラブに入って３１年経ちます。 

 その間、会員増強をいろいろやってきました。そのほか

どういうわけか、団体や業界でも増強をやってきました。

増強をやってきたメリットがあります。知らない人と親しく

なり友達になることが出来ました。 

まず、新会員さんに積極的に声を掛け、誘いかけてい

ただければと思います。会員が増強出来れば、それだけ

自分の人生が広がると思います。大勢いればいるほど自

分にメリットがあるような気がします。是非、会員増強にご

協力いただければと思います。 

 

親睦活動委員会より（河原大輔委員長） 

◆先週の金曜日、清水会員にお世話になり野球観戦に

行ってまいりました。バックネット裏という良い席を準備し

ていただき、良い風が吹き、夏場としては絶好な観戦日

和でした。有難うございました。 

◆大連・親睦旅行につきまして、パスポートのコピーを事

務局までご提出ください。会費も徴収させていただきま

す。 

◆幹事報告                   

本日は特にありません。 

◆ニコニコボックス報告             

≪五十嵐 博章会長・松尾 博之幹事≫ 

 気象庁では、６月から８月までを夏というそうです。 

今年の夏は猛烈な暑さが続き、また次から次へと台風が



発生し、各地に様々な被害が出ました。８月３１日は野菜

の日だそうです。そんな中、農家さんの努力もあり一生

懸命育った野菜に感謝しながら味わいたいと思います。 

≪向後 保雄会員≫ 

中央区問屋町にラオックスが開店しておりますが、以

前テプコが入っていた場所に「ギア」という音なしのミュー

ジカルで京都から来たものがあります。是非一度観てい

ただければと思います。今回、皆様にチラシをお配りさ

せていただきました。 

 

 

◆出席報告 (会員数４９名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

会員増強パネルディスカッション 

      

進行：小林透会員増強委員長 
 

 

今年度、会員増強委員長を仰せつかりました。８

月は、会員増強月間ですので、増強パネルディスカ

ッションという企画を立てさせていただきました。 

この企画の大きなポイントは、６０周年を６０名

で迎えようという目標があります。皆さんと一緒に

増強の取り組みをしていますが、なかなか実績につ

ながりません。それは、従来の知り合いに声をとに

かくかけてみるといったお誘いだけでは、会員獲得

につながらなくなってきているからです。 

本日は、五十嵐会長、杉本会長エレクト、伊藤直

前会員増強委員長と精神論や絶対的な答えを求める

のではなく、みんなで会員増強について考えるきっ

かけを作っていければと思っております。 

 

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ 

３人のパネラーより、増強に関する思いや考え方を

発表していただき、一人一人が千葉南ロータリーク

ラブの活動を理解し、積極的に参加することにより、

継続して増強活動をしていくことを確認しました。 

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ 

 

≪主な討議内容≫ 

① ロータリーに誘う場合によく聞かれる以

下の事に対してどのように考えますか 

「ロータリーって何をする会なの」 

「入会すると何をしないといけないの」 

② 退会者を出さないためにすべきことはな

んですか？ 

「意味がない」と言わせないために 

「出席できなくても退会したくない」と思

わせるには 

③ 増強、退会防止について 

「増強、退会防止活動に大事なことは」 

「増強に対する個人的意見」 

 

会員増強をいくらやっても、退会が多ければ意味

がありません。ここからは当日の資料としてロータ

リーが調査した入会年数別退会理由とその対策を共

有させていただきます。 

 

クラブの強化は、退会理由を理解することから始

まります。以下は、ロータリーが、世界中のクラブ

における退会理由を調査した結果と、その対策です。 

 

入会後１年以内の退会 

１年以内に退会する会員の多くは、入会前に会員

義務について十分な説明を受け なかった、入会後に

ロータリーに関する十分な教育を受けなかった、と

いう理由を 挙げています。また、出席規定や経済的

な負担、期待したほど会員同士の交流が なかった、

という理由もありました。  

「対策」 

会員となることで得られる機会、会員として果た

すべき義務を、入会前に十分に 説明する。有意義な

入会式を行い、クラブ全員で入会者を歓迎する。楽

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 85,000 円

金の箱 363 円 累計 2,034 円

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

０ 名 

８/１７ 修正出席率   

６９．３９ ％ 

千葉ＲＣ 月 9/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/11・9/25 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/11・9/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 9/12・9/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/19 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/20 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木  京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



しく、活気があり、堅苦しくない雰囲気をつくる。

新会員のメンターとなる会員を決める。メンターは、

クラブの文化と伝統を新会員 に説明し、質問に答え、

ほかの会員との交流を援助する。新会員が連絡なく

例 会を欠席した場合は、メンターが連絡を取って事

情を聞く。新会員オリエンテーションを実施する。

会員を委員会委員などの役割に抜擢する。新会員と

対話する機会を設け、ロータリーについてよく理解

してもらう。 

 

入会１～２年後の退会 

入会１～２年後に退会した会員の多くは、クラブ

に溶け込めなかった、期待したほど の親睦がなかっ

た、多忙で出席規定が守れなかったという理由を挙

げています。  

「対策」 

会員が関心のある活動や委員会に参加できるよう

にする。クラブの親睦や活動を活性化させるアイデ

アを会員から募る。青少年交換学生の世話役や、ロ

ーターアクトクラブ／インターアクトクラブとの連 

絡役となってもらい、若者との交流を図る。新会員

だけでなく入会後 1～2 年後の会員にもメンターを

付ける。メンターとの相 性が合っているかどうかを

定期的に確認し、会員が別のメンターを望む場合は、 

ほかの会員に交代してもらう。 

 

入会３～５年後の退会 

入会３～５年後に退会した会員は、期待ほどの親

睦がなかった、クラブのリーダー に不満を感じた、

多忙で出席規定が守れなかったという理由を挙げて

います。 

「対策」 

リーダー的役割を担う機会を与える（役員、メン

ター、地区活動への参加など）。 そうすることで、

クラブに貢献し、重視され、運営上の決定にかかわ

っていると 実感してもらう 。会員の意欲を高め、

例会や活動の活性化を図るために、新しい試みを取

り入れ たり、現会員の教育プログラムを実施したり

する。クラブ改善のアイデアを会員から募る。会員

が自分の専門知識やスキルを活用できる機会を設け、

その貢献を認める。 

 

入会６～１０年後の退会 

入会後６～１０年後に退会した会員からは、期待

ほどの親睦がなかった、クラブのリーダーに不満を

感じた、という理由が挙げられました。また、退職

や移転による退 会もありました。 

「対策」 

多くの人と知り合い、所属クラブ以外での経験を

積んでもらうために、地区の活 動（地区大会の計画、

地区委員会など）に参加したり、ロータリー親睦活

動グループへの参加を勧める。退職とともに退会を

予定している会員には、退職後もクラブに留まり、

豊かな 経験を生かして若手会員のメンターとなる

など、後進の育成にあたることを勧める。 移転す

る会員を My ROTARY からほかのクラブに紹介する。

または、退会者が ほかのクラブへの移籍を希望する

場合は、ロータリーに知らせるよう勧める。会員が

自分の専門知識やスキルを活用できる機会を設け、

その貢献を認める。会員の満足度を高める」の章に

収められている「会員満足度アン ケート」を用いて、

クラブに対する意見や改善のアイデアを全 会員に

尋ねてみましょう。 

 

入会後１０年以降の退会 

入会後１０年を過ぎて退会した会員の多くは、例

会や活動に関心が持てないこと を理由として挙げ

ています。また、退職、家庭の事情、経済的な負担、

健康上の 理由から退会を選ぶ人もいます。 

「対策」 

できるだけ対話の機会を設け、上記のいずれかの

理由によって退会する可能性 があるかどうかを探

る。理由自体を変えることができなくても、事情を

認識する ことで、退会という事態を避けられる場合

があります。例会を活性化するアイデアを募る。ま

たは、ガバナー、ガバナー補佐、地区委員 会委員長

となることへの関心があるかどうか尋ねる。退職な

どによって）経済的な負担を感じている場合、会費

を軽減することを検討する。会員が自分の専門知識

やスキルを活用できる機会を設け、その貢献を認め

る。新会員のメンターとなることに関心があるかど

うか尋ねる 

 

＊ロータリー会員増強に成功するヒント＊ 

（ロータリーの友２０１８年８月号より抜粋） 

 

１．クラブの長所をすべてリストにする 

２．入会候補者のリストを管理する 

３．クラブの強みを知る 

４．会員増強をクラブの最優先事項にする 

５．行く先々でロータリーについて話す 

６．会員の責任をリストにする 

７．ゴールはない事を認識する 

８．入会式をお祝いする 

９．粘り強く 

１０．精力的に 

 
 

 

第２６４６回例会 

日 時⇒ ２０１８年９月７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員ミニ卓話』 

第２６４７回例会 

≪第４グループロータリー情報研修会≫ 

日 時⇒ ２０１８年９月２０日(木) 点鐘１４：００ 

会 場⇒ 京成ホテル ミラマーレ 

 
＜会報当番：清水 清子＞ 


