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私が会員選考・増強委員長
に指名されて、初めに思った
ことは、自分は、ロータリー
クラブを本当に理解している
のだろうかと言う事です。そ
れは、ロータリークラブを理
解していなければ、人をロー
タリークラブに入会していた
だく事はできないと考えるからです。私は入会し
て６年目なので、答えを出すのは無理かもしれま
せん。しかしながら、会員増強という責務は既に
始まっていますので、この１年、会員増強に努力
していく所存であります。
ところで、私が掲げた会員増強方針はクラブ活
動計画書にも書いたとおり、

とができるかを議論して欲しい。」と述べられま
した。
そして、2011−12年度第2790地区クラブ奉仕セ
ミナーが7月23日 ホテルポートプラザちばで開
催されました。そこでは、各分区に分かれて「ど
うすれば退会者を減らすことができるか」をテー
マにディスカッションを行なってきました。
その時の参考資料が、第2740地区佐藤豊会員増
強委員長の「ロータリーの輝く未来 − 会員増強
が源」です。佐藤委員長は、ロータリーの友の今
月号（８月号）のＰ10にも、「会員増強のための
ネットワークで、めざそう純増」という寄稿もさ
れています。それでは、これらを基に会員増強に
ついて考えてみたいと思います。（別紙参考資料
及びロータリーの友８月号）
今、見てきた様に、会員減少の問題点と改善策、
会員増強の為のネットワーク作りの重要性はその
通りだと思います。しかしながら、各ロータリー
クラブの在り方や性格を考えながら、会員増強を
していく必要があると思います。
最後になりますが、増強委員会だけでは、会員
増強と減少防止は不可能です。特に広報委員会
（松本幸夫委員長）とクラブ研修委員会（湯本高
之委員長）の存在が重要ですが、会員１人１人の
拡大の意識が一番重要な事であると考えます。会
員の皆様、何卒、宜しくお願い申し上げます。

（1）増強目標を純増５％以上とし、55名以上の体
制にする。
（2）会員に対し、会員増強についての責務を負う
ことの啓蒙に努める。
（3）末充填の職業分類の充填に努める。
（4）退会防止の対応策を検討する。
以上、４項目です。私はこれだけでも大変な事
だと思いますが、第2790地区の増強方針と全国的
な増強の考え方を見て行きたいと思います。
2011−12年度地区協議会が、4月24日 アパホ
テル東京ベイ幕張で開催されました。そこで、山
田修平ガバナーの本年度第2790地区の運営方針が
示されました。第2790地区の方針について「より
強力な、魅力あるクラブ」にするため、10項目の
重点目標を掲げられました。その中でも、「特に
本年度は会員増強に力を入れて頂き、各クラブ
10％の会員増強を目指して頑張って欲しい。」と
述べられ、また、「どうすれば退会者を減らすこ
− ２ −

こんにちは。
今日も非常に暑い日になり
ました。
昨夜長崎では原爆の被爆者
を悼む行事が行われ、慰霊の
万灯流しも行われたようです。
環境、温暖化対策が叫ばれ
て、原子力発電が進められましたが、事故の影響
が長く残るので、被爆国である我が国は安全に対
してより慎重であるべきであったと思います。
また、松戸神社近辺の坂川沿いでは、９、10日
と「献灯まつり」がおこなわれています。
当クラブも協賛しており、エレクトの加藤会員
が少し前まで委員長を務めてられましたし、会員
の方々にもご協賛いただいている行事です。
まつりといいますが、神社との関わりはなくも
ともとは、松龍寺の観音様のご縁日が元になって
おります。この日にお参りすると「四萬六千日」
お参りしたご利益があるとされます。
此の観音様は「すくも塚」から、すくもとは、
もみ殻とか藁屑を積んだところという意味です

が、見つかったものです。
少し場所は動きましたが、松戸の伊勢丹のそば
のすくも塚稲荷のあった場所から見つかったとも
聞きますが、今は松戸の古刹松龍寺に安置されて
います。
昔はトウモロコシ市が盛んだったようですが、今
は「献灯まつり」になりましたので沢山の露店も出
ており、町会など地域の方が店を出していますの
で、
リーズナブルに楽しめます。震災支援灯篭等も
あり、献灯、灯篭流しには慰霊の意味もあります
が、そこまで考えずとも、会員の方もボランティ
アで出ていますので、葛西屋さんで浴衣を買って、
峰月さんに寄ってお菓子を頬張りながら夕涼み、
という感じでお出かけになったらどうでしょう。

− ３ −

伊原会員より2010年〜2011
年のクラブ会計報告（平成22
年度第54期収支報告）があり
ました。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①来週8月17日の例会は、
定款第6条第1節により休
会です。お間違いの無い
ようにお願いします。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①「米山記念奨学生とロータリアンの合同懇親
会のご案内」が届いております。
９月11日 、17:00〜19:00、千葉市中央区セ
ンターシティータワー22F東天紅にて開催します。
３．他クラブ会報・その他
活動計画書が野田RCより届いております。
４ 例会変更の連絡
・柏東ＲＣ
８月18日 の例会は家族親睦例会に変更
点鐘 16:00
場所 しょうなんゆめファーム
・松戸西ＲＣ
8月31日 の例会は定款第6条第1節により休会
５ その他
特にありません。

当日はロータリー平和センター・ホストエリア
コーディネーター補佐の山崎氏によるロータリー
平和フェローシップの制度についてや、ロータリ
ー平和フェロー達の活躍と題して第７期生の平塚
氏による東北の被災地でのボランティア参加時の
レポートの講演がありました。また、これから各
国へ旅立って行く国際親善奨学生の紹介などその
さまざまな活動に奥の深さを改めて感じました。
そして、地区補助金支援プロジェクトとして地域
を元気に！を合い言葉に佐倉RCと君津RCの体験
談の発表がありました。なお、このプロジェクト
は９月30日まで申請を行っておりますので松戸
RCでもできる事があれば何か頑張りたい！と申
委員長が燃えておりました。
勉強不足をひけらかしてしまうようですが、と
ても勉強になる有意義なセミナーでした。

【入会】森田雅久君
平成15年8月 6 日（8年）

会員52名
出席40名
仮欠12名
平成23年度の｢松戸市献血
推進協議会｣が、7月28日に開
催されました。
私は出席できませんでした
が、資料が送られてきました
のでご報告いたします。
昨年の松戸市の献血実績は、3586人でした。今
年の目標が7480です。倍以上です。
そのために､実施計画が策定されています。
社会奉仕委員会の本年度の重点取組に､献血の
推進が入っておりますので、皆さん献血の方積極
的にお願いいたします。
実施計画によりますと、8月15日に松戸市役所
で、10月1日 2日 に松戸まつりでそれぞれ献血
する場所が設定される予定ですので、献血の方よ
ろしくお願いいたします。

申委員長が本日欠席ですの
で林が代理で報告いたします。
８月７日の日曜日、千葉市
の京葉銀行文化プラザにおき
まして開催されました国際ロ
ータリー第2790地区ロー夕リ
ー財団地区セミナーに申委員長と出席してまいり
ました。

【誕生】鎌倉康裕君

義務会員43名
義務会員35名
義務会員 8名

島村 善行君
中田智次郎君
飛田
勤君

大川
車田
鈴木

湯本

千葉若潮ＲＣ
財団セミナー
千葉幕張ＲＣ

湯本

高之君
君
高之君

吉美君
善教君
昌広君

3日

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名
川並
三国

芳純君
大吾君

８月４日
８月７日
８月９日

本日出席率
83.33％
先々週出席率修正 81.63％→86.0％

森田雅久君／入会記念のお祝いありがとうござい
ました。記念品のクリスタルガラス文鎮は大切に
使わせて頂きます。
鎌倉康裕君／誕生祝いありがとうございました。
65歳になりました。「ゆっくりはやく」余裕をも
って生きたいものです。

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 10,000 累計￥ 233,000

財

当日￥ 3,898 累計￥ 24,205

団BOX

文責／橋口

