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＊９月のプログラム予定＊

１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 是永潤一プログラム委員長
６．出席報告

第

会 長

平成

4日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長
11日 外部卓話 地区IT部門長 片山 勇氏（大分臨海RC)
18日 内部卓話 松永忠昭会員
25日 外部卓話 宇佐矯正歯科クリニック 松成篤院長

年

８月２８日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。あっという間に８月も終

いた人から戦争体験を聞いたことがありますか”

わりに近づいてきました。今年は猛暑の年ではな

という意識調査で出た内容が“ある”が８６．８％、

く幾分か過ごしやすい夏だったように思いますが、

“ない”が１３．２％だそうで、２０代から７０代以

それでも残暑は夏バテが身体にでてくる時期でも

上での回答率が９７．１％という中での“ない”が

ありますのでお体には充分にお気を付けください。

１３．２％にその現実を思い知らされます。あと１０

今月の８月１５日で終戦から６９年。当時をし

年もすると、この数字がいくつになっているので

る戦争体験者は高齢化で年々少なくなっています
が、一方で、封印してきた悲惨な体験談を初めて
語る人も少なくないそうです。
先日“あなたはこれまでに戦争の時代を生き抜

事務局

しょうか。
うちも叔父が１０代で戦死しています。叔父の
遺影の前に立つたびに亡くなる直前に何を想い、
何を叫んだんだろうと考えます。私の息子がエア

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

ガンを持って遊んでいる姿を見ると「そんなもの

4日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長

を持たすな！」と嫌がっていた父を思い出しまし

11日 外部卓話 地区ITリーダー 片山 勇氏

た。これもまた戦争体験者の“語りべ”だっんだ

18日 内部卓話 松永忠昭プログラム副委員長

と今にして思います。

25日 外部卓話 宇佐矯正歯科クリニック

今月８月は会員増強月間ですが、我がクラブか
らは今期、新開会員が「会員増強地区委員」の役
を受けていただいています。この月間に合わせて、
地区委員の仕事として、各クラブを訪問して会員
増強の推進にご尽力をいただいておりますことを
みなさんにお伝えしておきます。
そして、本日は会員増強フォーラムです。藤林
会員増強委員長のもと、実のあるフォーラムにな
るようにみんなで考えましょう。

松成 篤院長
2）モリアルタロータリークラブ創立３０周年に
ついて；訪問希望者を調査する（資料回覧）
3）事務局プリンタ購入について；承認（週報印
刷用プリンタ故障の為）
4）クラブ研修リーダー選出について；選任中
５．お知らせ
1）各委員長は、公式訪問資料掲載用の「委員会
運営活動方針」の提出をお願いいたします。
(未提出の方) 9月4日(木)厳守

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信

６．欠席連絡
河村正一会員、是永潤一会員、新開洋一会員
砂山正則会員、米澤哲也会員

1）ロータリーの友 ９月号；配布
2）米山セミナー(大分)開催案内；9月20日(土)

７．本日の当番
川端克弥会員、斉藤順一会員

13:30～17:00 杵築市山香中央公民館
対象者：会長､幹事､米山委員長､入会3年未満
登録締切：9/5(金)
3）ガバナー事務所より「ロータリーデーのぼり
旗貸出について」

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

柳ヶ浦高校のインターアクトクラブ

4）ロータリーの友事務所より①「公共イメージ

が、今週の日曜日31日に24時間テレビ

向上のための広報誌」「会員勧誘のための広

『愛は地球を救う』の募金活動のボラ

報誌」(見本) ②「12月号 家族月間の特集記

ンティアをメルクス入口で10:30から

事について」

17:00まで行っておりますので、お時間のある方

5）くにさきＲＣ 例会場変更（9月3日例会より）
…大分空港ターミナル2階レセプションルームB
２．例会変更
豊後高田RC：9/9(火) 18:30～「大きな樹」に変
更；観月例会の為
※その他クラブの詳細確認は、事務局まで。
別府東RC、別府北RC、日出RC、大分RC
大分城西RC、大分南RC、大分1985RC
大分東RC、大分臨海RC
３．週報受理

なし

４．理事会報告
1）９月のプログラムについて；承認

は激励と募金のご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会

津々良洋一委員長

今年度、臼杵会長は、“３名の増強”を掲げら

先週ご案内した炉辺会談を今夜19

れております。委員会といたしましても、臼杵会

時より翔山さんで開催しますのでご

長の意向に沿い、増強はもちろんですが、退会者

参加お願いします。

が出ないよう、“親睦委員会や、各趣味の愛好会
とも協力”しながら、全ての会員が宇佐ロータリ

◎本庄伸子会員

ークラブ会員として、有意義な友との時間を共有

先週、モリアルタRCの恵美子さ
んからメールがありまして、10月23

できる年度となるよう努力してまいりますので、
ご協力よろしくお願いいたします。

日に個人的に宇佐に来られて、例会

近年10年から本日までの推移を見ますと、平均

に出席したいというご意向ですので

会員数約33名･･･と現在の会員数は、増減なしで

ご報告します。

純増が見られません。（新会員：37名・退会37名）
以上の事からもお解りのように、“如何にして

スマイルカード

石部幸二委員長

臼杵 確会長：今日は会員増強フォーラムです。
藤林委員長よろしくお願いします。／今日の夜
は職業奉仕委員会の炉辺会談です。みなさんご
参加ください。

退会者が出ないようにするか”にかかっていると
思います。
今日はまず、『会員増強維持セミナーDVD』
の中から、【会員維持活動のポイント】を10分間
ご覧いただいて、その後5～6名のグループに分か
れて協議・推薦を発表して下さいます様お願いい

藤林鋭司会員：本日卓話で“会員増強委員長とし

たします。

てクラブフォーラム”を開きます。ご協力お願
い致します。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊
◎会員増強維持セミナーDVD鑑賞

津々良洋一会員：本日夜、職業奉仕委員会炉辺会

【会員維持活動のポイント】より（抜粋）

談をします。ご参加下さい。
末宗為十会員：残暑見舞い申し上げます。
本庄伸子会員：フォーラムよろしくお願いします。

・退会者の４割以上は６月末に退会する
…対策「火の用心活動」「一声掛け運動」の実施

出口幸太郎会員：早退します。
奥田和茂会員：職業奉仕の為早退します。
事務局：週報用のプリンタ買い替えを承認いただ
きありがとうございます。大切に使用します。

ニコニコ累計

８３，０００円

自クラブの現状をまず認識しよう
・自クラブに過去に毎年何人入り、何人辞めるの
かを確認し、それを見込んだ新会員入会目標を
立てましょう
・長期計画を作りましょう
自クラブはいったい何人のクラブに成りたいの

会員増強クラブフォーラム

かを会員間ではっきりさせましょう

会員増強委員会 藤林鋭司委員長
2014年～2015年度（臼杵会

退会の理由

長・佐々木幹事）の会員増強委

・つまらない

員長を拝任しました藤林です。

・人間関係を築けなかった

会員増強委員会とは、新会員

・つまらなくなった
・いやになった

・歓迎されていない ・重要だと思われていない

の勧誘、現会員の退会防止を行

・クラブ指導者と意見が合わない

う委員会と理解しています。

・年齢・転勤・退職・病気それに経済的理由

等

打つ手はあるか？ある！
・もっと多く奉仕活動をやる（共に汗をかく）

Ｃグループ

発表者：藤本博和会員

基本的に宇佐ロータリーとしては何人必要なの

・親睦を図る（共に遊ぶ）クラブ内、地区、世界

かという事を考えると、クラブとし活動するには

・ロータリーについて学ぶ

近い50周年時に向けて、40名は必要ではないか。

国際ロータリーや地区の活動をもっと知る

JCなど横の繋がりを模索する。

・楽しければ、面倒なことも自分でやる

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・クラブが活性化していれば会員は辞めない
・お役に就いていれば辞めない

平成26年6月8日(日) 地区会員増強セミナーより
会員増強で成果を生む１０の心得

入会直後の対応が重要

1.

強い使命感

・入会直前、直後のオリエンテーションが重要

2.

熱意を込めて

いろいろな資料を日本事務局から買える

3.

積極的に

・本人に合ったプロジェクトに参加して頂く

4.

継続的に

・同好会のどれかに必ずお入り頂く

5.

目標定めて計画的に

・まずは馴染んで頂く―遊びに誘う

6.

自信と誇りをもって

7.

全会員に誠意を示して

最後に

8.

充分な資料を備えて

会員維持の基本は「火の用心」活動です

9.

SAKUJI大作戦でホームクラブから全国へ

日頃から「一声かけ、お誘いし、

10. 新会員のオリエンテーションは確実に

貴方が仲間で有る事を伝えましょう」

（入会のしおり）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

出席報告

◎グループ発表

第2314回（8月28日）

（具体的な候補者については、週報では割愛いた
します）
Ａグループ

山上明宣委員長

会 員 総 数
発表者：佐藤憲三郎会員

先ほどのDVDでもあったように、色々な退会

（内出席免除）
出

席

数

33名
0名
26名

防止策が出ましたが、やはり辞める人は辞める、

（ 内 事 前 MU）

0名

当クラブでも最近、委員長経験者が突然止めてし

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．７９％

まうという事がありました。根本的には入会の時
に、辞めない人や理解していただける人を入れて
いく、強引に会員の数だけ合わせてもどうなか？
Ｂグループ

発表者：幡手一義会員

欠席者
岩井謙次会員、辛島光司会員、河村正一会員
是永潤一会員、新開洋一会員、砂山正則会員
米澤哲也会員

外部卓話のゲストでお招きする方も入会候補者
ということになると思いますので、例会場での服
装や振る舞い等にも注意し、日頃からロータリア

地区ホームページにて
ガバナー月信 配信中

ンとして外部の方に向けての意識を持っておきた

http://www.ri2720.org/

いものです。
閉会点鐘 発行 平成26年9月4日

