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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　我は海の子

会長の時間	 会長　森園　伸也

　本日は会員増強フォーラムです。恥ずかしなが
ら、私は新入会員を入会させたことはありません。
また、積極的に入会を勧めたこともありません。
それは私自身がロータリークラブに入会したこと
に商売的なメリットを感じられず、お金と時間の
無駄なのではないかと感じていたからです。入会
すればお金がかかります、時間もかかります。私
の誘いで入会した人に負担をかけて、その人にど
んないい事があるのか？何も思いつかなかったか
らです。しかし、いまは少し考えが変わりまし
た。会長になったからということではなく、ロー
タリーに求めるものが変わってきたことと、別府
中央ＲＣに愛着が湧いてきたからだと思います。
いまの考えはロータリーに入会して何かを得られ
るかは自分次第であり、直接的な商売のメリット
だけを求めればロータリー活動は長続きしないと
考えるようになりました。ロータリークラブには
様々な職業を持った方、いろんなことを実践して
いる方がいて、学ぶチャンスがあります。そこで
何かを得るかは正に自分次第です。
　最近では友だちに会ってもロータリー入れば？
とか、ロータリー入るなら別府中央が良いよと気
軽に言えるようになっています。皆さんも今回の
フォーラムで名前までは出さなくても、お知り合

いで良い人と話す機会があれば、ロータリーへの
入会を勧めてみてください。それがきっかけで入
会し、その方にとってとても素晴らしい出会いが
あるかもしれません。また、私達にも素晴らしい
出会いになるかもしれません。
　以上で会長の時間を終わります。

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　佐々木（別府）
　　　　　大島、中尾、梅津（別府東）
　　欠席　島田、梅津、津末、中尾、河村
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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国際ロータリー会長　　ロン	D・バートン	（国籍・アメリカ）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ	〒874-0920	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

森園　伸也
前田　哲矢
後藤　　隆
近藤　賢司

森　　宗明
村津　忠久
佐々木久宜

ＳＡＡ　髙宮　勝美
直前会長　髙宮　勝美

役員　会　長　森園　伸也
　　　副会長　前田　哲矢
　　　幹　事　平野　教康
　　　会　計　木村きぬゑ

会報委員長　大島由美子第 　 　 回 例 会

ENGAGE	ROTARY	CHANGE	LIVES
ロータリーを実践し	みんなに豊かな人生を
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幹 事 報 告	 平野　教康

―会員増強および拡大月間―
１．本日の内容
「会員増強フォーラム」

２．2013―2014年度第2720地区米山記念奨学委員
会セミナー開催のお知らせ
日　　時　平成25年９月29日（日）
　　　　　13：30～16：00
場　　所　宇佐ホテルリバーサイド
　　　　　（宇佐市別府６　☎0978-33-2222）
参加対象　ガバナー補佐、会長、米山奨学委

員長、入会３年未満の会員
３．８月21日（水）19：00～野口原グランドに於い
て、第30回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会
に向けての練習を行いました。
参加者：森園伸也会長、近藤賢司監督、亀井

孝、岐部光男、梶原和朗、西馬良和、
藤原光生、平野教康各会員

４．８月23日（金）13：40～ホテルニューツルタに
於いて「第３回別府市内４ＲＣ会長・幹事会
並びに大分第３グループ会長幹事会」が開催
され、平野英壽ガバナー補佐、森園伸也会長、
平野教康幹事が出席されました。

５．委員会報告
○鳴海淳郎初代会長よりの提言　
　ロータリー探究No.502
　「皮膚科医としてのわたしの生き方」　

６．例会変更のお知らせ
津久見ＲＣ	 ９月10日（火）の例会は、ガバナー

公式訪問の為　９月12日（木）臼杵
喜楽庵に日時・場所変更

中津中央ＲＣ	 ９月10日（火）の例会は、観月例会
の為　同日18：30～八面山荘に時
間・場所変更

７．次週例会の予定
「別府もみじ谷の由来」・「別府市民合唱祭の
由来」　村津忠久会員

８．本日の回覧
①「月見例会」出・欠席（９月17日）
②2013-2014年度会員名簿
　（住所のチェックをお願いいたします。）

９．本日の配布
①週報No.1154
②ロータリー探究No.502
　「皮膚科医としてのわたしの生き方」　
③ＲＩ第2720地区発行
　「豊肥本線各駅下車　歴史文化の旅」

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

森園会長○
　先週のソフトボールの練習、今度こそ１勝で
きるとの思いになりました。大会当日まで、そ
の思いが変わらないように願ってスマイル。
村津会員○
　10月20日（日）に開催される「第36回別府市
民合唱祭」の全体合唱で、「混声合唱とピアノ
のための組曲・別府鶴見火山」の中の３曲、「湯
けむり」と「一気登山」と「秀嶺讃歌」が歌わ
れますが、今年初めてこの曲にチャレンジスル団
員の特訓が、一昨日日曜日の午後ありました。
　本番まで挫折しないで続くことを祈りスマイル。
近藤会員○
　皆さん大変です！！先日ソフトボールの練習
をしたら、最近入会した２人がめちゃくちゃ上
手なのです。もし今年悲願の一勝したら我がク
ラブのチアガールを先頭に北浜通りをパレード
しますよ。
　衛藤さん！！もちろんあなたが先頭ですよ。
亀井会員○
　先日、今日新聞に木村会員が地区公民館にて
講師をされたと載っていました。大変すばらし
い事だと思いましたのでご報告いたします。
森会員○
　末の孫が尿路？で急遽大分子ども病院に入院。
じさま・ばさまはオロオロするばかり、全く役
に立ちませんでした。大事に至らず良かった！！

会員増強フォーラム	
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２０１３－２０１４年度 第１回会員増強フォーラム 

“会員増強計画グループ表” 

                            会員増強委員長：堀 由美 

                             〃 副委員長：木村きぬゑ 

      ○印グループリーダー 
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○ 木村きぬゑ     村津 忠久 

河村 貴雄     津末美代子 

亀井 孝      藤原 光生 

○ 森園伸也会長    鳴海 淳郎 

  後藤 隆      近藤 賢司 

 大島由美子     西馬 良和 

�� 

○ 平野教康幹事    衛藤 秀子 

 中尾 誠      前田 哲矢 

 梶原 和朗     島田 光男 

�� 

 

�� 

○ 堀 由美委員長   平野 英壽 

 森 宗明      髙宮 勝美 

 佐々木久宜     大江 知巳 

 梅津 圭ニ 

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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8月は会員増強月間です
鳴海淳郎会員：ロータリー探求より　NO.207　2005/8/7

　Sharing Rotary ,ロータリー精神を共に分かち
合うことは、われわれロータリアンの使命であり
ます。 国際ロータリー定款第３条にありますよ
うに、全世界にわたってロータリーを推奨し、助
長し、拡大するために、われわれロータリアンは
新会員のスポンサーとしてロータリー精神を体得
した人を１人でも多くつくり、平和な住みよい社
会をつくらなければなりません。また、何と申し
ましても、ロータリーの拡大・増強はロータリー
の生けるしるしであり、ロータリー始まって以来
常に直面している問題であります。
　会員増強月間にあたって以上を再認識し、自分
が燃えることで相手を燃やすという、言わばマッ
チ棒の精神で取り組んで行きたいと思う次第です。

歴代RI会長の会員増強に対する考え方と目標
　コスタ1990～91年度会長は、西暦2000年までに
会員数を200万人にするという目標（2,000,000	by	
2,000）を提起しました。	そして、『この大目標の
達成は決して夢ではなく、現在100万人の会員が
今後10年間に夫々一人ずつ新会員を増やせば、西
暦2000年までに会員数は200万人の大台に乗るは
ず』としたのです。
　しかし、現実は中々厳しく、やっと120万人に
近い状態でした。
　デブリン2000～01年度会長は、現存のロータリ
アンを保持することのほうが、新たな会員を入会
させるより7倍も容易であると言いました。
　また、ラタクル2002～03年度会長はロータリー
100周年の2005年までに会員数を150万人に増強す
る目標をたて、比較的若い会員や異なった経歴や
職業を持つ人たちを入会させることに焦点を当て
る必要があるとしました。
　エステス2004～05年度会長は2005年6月の100周
年の年度末までに、会員数を150万人にまで引き
上げるという目標に到達できるよう、それぞれの
クラブが実質で3％の会員増強（1クラブ当たり最
低2人の純増を含む）と一つの新クラブの設立を
推奨し、会員の退会防止にも注意を払うことを強
調しました。
　今年度、ステンハマー2005～06年度会長は、会
員増強をすることで、超我の奉仕を通して国際
ロータリーの偉大な指導力を世界中に示し続ける
ことができるとし、1クラブ１人の純増という目
標を定めました。
　そして、新しい世紀におけるロータリーのビジョ

ンと目標の１つとして、世界における人口のバラン
ス（現在女性52％、男性48％）の上から、もっと女
性会員を増やすべきだとしています（現在はまだ15
％以下）。以上ロータリアン誌・2005年3月号より

最近おける会員数の推移
　ところで、最近における会員数の推移をみます
と、年2回のRI公式発表から6月30日のそれを基
準にしますと、次のようになります。

　これを見てお分かりのように、2002年までは２
年間で約６万人以上増えていますが、それ以降は
減少傾向にあります。日本のクラブの５年間の推
移について見ますと、クラブ数は増えていますが、
会員数は毎年減少の傾向にあります。しかし、女
性会員の数は増える傾向にあるということがわか
ります。
　わたしは既にこのホームページのNo.55会員増
強・クラブ拡大のために(2002/8/8)、並びにNo.57
会員増強の(2002/8/22)でこの問題に触れておき
ましたが、この問題における理想と現実のギャッ
プを以下に埋めるか、大いに悩むわけであります。
　そこで、会員減少の原因について、わたしの体
験をもとに、いろいろな方の意見を参考にしてま
とめてみますと、次のようになります。

	

会員増強の原点を探る
　会員増強は下図のように現会員の退会防止、新
会員の推薦、新クラブの結成という3つの要素か
ら成り立っています。この3大要素は、3つが等し
く重要で、全般的な会員増強活動には各要素が不

E-mail:info@beppu4rc.jp
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可欠であ
ることを
クラブお
よび地区
で強調す
べき点と
されてい
ます。

	

　わたしは、先に『会員増強について考える』と
題して小著を発行しましたが（2000年5月）、その
後いろいろなことを体験し、また他クラブ会員の

ご意見を聴く機会もありましたので、これらを参
考に、次のことを補足したいと思います。
　とにかく、会員一人一人が自信をもって新会員
候補者を勧誘できる魅力あるクラブづくりが大切
で、これには会員の資質向上に力を注ぐことが会
員増強の最善の手段と思います。
　こうして会員の資質が向上し、これがクラブの
魅力と求心力を強めることになり、有益な奉仕
活動を行ないやすくなり、 ロータリーのイメージ
アップにつながることになります。　また、会員
自信の充実感・満足感を高め、ひいては社会的信
用度を増すことになります。
　以上が入会してロータリーの一員になりたいと
いう動機づけにつながり、ここに会員増強の原点
があると思う次第であります。

まずは例会

　ロータリーの基本は、「例会から」と言われます。

クラブに入会したばかりのときは、先輩の顔と名前が

なかなか一致しませんが、例会に出るうちに自然と覚

えられます。所属しているクラブに慣れ、ロータリー

のことがわかるようになってくると、ロータリーの例

会や活動に、自分なりの楽しみを見つけ出すことがで

きるでしょう。

　例会中はさまざまな報告や卓話などがあり、周りの

人たちと話すことのできる時間が限られていますか

ら、時間が許せばできるだけ早く例会場に行き、いろ

いろな人に話しかけてみるのも、クラブに早くなじむ

方法です。ロータリアンにはシャイな人も多いので、

新会員のあなたを気にかけながらも声をかけられない

でいるかもしれません。

　例会では、会長の時間や、各委員会の報告を通して、

ロータリーを知ることができます。また、卓話として、

さまざまな話を聞くことができますが、これらが仕事

の参考になったり、暮らしを豊かに変えてくれるきっ

かけになることも多いと思います。

メークアップをしましょう

　でも、仕事の事情などで、どうしても例会に出席で

きない時、そんな時には、ほかのクラブの例会に出席

して、メークアップ（出席補
ほ て ん

填）することもできます。

欠席した例会の前後 2 週間の間に、他のクラブの例

会か、定められた会合に出席すれば、メークアップが

例会を楽しみましょう
できます。例えば水曜日が例会日ならば、2 週間前の

水曜日から 2 週間後の水曜日までの間に、それらの

会合に出席すればいいのです。

　クラブによって例会の時間が違い、朝、昼、夜、さ

まざまな時間帯に例会が開催されていますから、出席

できる時間と場所を探して、その例会でメークアップ

することができます。もちろん、自分のクラブの例会

時間と異なる時間帯の例会、例えば、昼間の例会の欠

席を夜の例会で補うことも可能です。

　いつ、どこで例会が開催されているかは、例えば、

近隣のクラブでしたら、先輩会員や事務局の人に聞く

と教えてもらえます。『ロータリーの友』には、年 2 回、

3 月号と 9 月号に「例会一覧表」が付いていますから、

そこから探すこともできます。パソコンをお使いの方

なら、「ロータリージャパン www.rotary.or.jp」にあ

る例会一覧で調べることもできます。

　他クラブの例会に出席する場合、事前に予約をする

決まりはありません。例会場にビジターのための受付

がありますから、そこで自分の名前やクラブ名などを

記入して、ビジターフィー（クラブによって金額が異

なります）を支払い、担当者の指示に従って席に着き

ます。

他クラブのロータリアンと知り合いに

　例会の雰囲気や、例会の進め方は、クラブによって

違います。メークアップという意味ではなく、たまに

は違った雰囲気を味わうために他のクラブの例会に出

席してみてはいかがでしょうか。そこで、積極的に名

刺交換をするなどして、いろいろな会員と

話をすると、新しい世界が広がるかもしれ

ません。

　仕事や休暇で海外に行く場合は、海外の

ロータリークラブの例会を探して出席する

ことができます。その場合は、国際ロータ

リーのホームページ www.rotary.org また

はクラブ事務局にある『Official Directry』

で例会の予定を知ることができます。

　「ロータリーの基本は例会から」。単なる

義務としてではなく、ロータリーの例会を

楽しみましょう。  『友』編集長　二神　典子
ロータリージャパンの
サイトから引用しました
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