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IMAGINE　ROTARY

第 3271 例会（８号）　2022 年９月１日（木）曇

第 2530 地区会員増強拡大・DEI 委員会
� 郡山南RC　福　舛　　　透�委員長
　ガバナー方針として会員増強拡大が責務になって
います。19 年前の会員数より625 人減っており、ク
ラブ平均会員数を 30 人とすると20クラブが消えて
いったことになります。会員数が多ければできること
が増えます。１会員が１人を増やせば、２倍になりま
す。退会する人には理由があります。入会後、１年
～２年での退会者は入会前に十分なロータリーにつ
いての説明を受けていないケースや入会後にロータ
リーについての教育を受けられなかったことなどが
あります。３年～５年後の退会者は、期待ほどの親
睦がなかったことや、クラブ内のリーダーに不満を
感じた、または会員が多忙で例会に出席できないこ
となどが退会の理由になっています。例会や懇親会

地地区区会会員員数数のの推推移移
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・方　　    針：佐藤正道ガバナーの方針である女　　　　　　　　
　　　　　　　性会員を重点的に増強する。
・目標の設定：地区会員増強拡大・DEI委員会で      
                            協議して定める。
・行動の計画：地区会員増強拡大小委員会で行動

　　　　　　　の計画を立案をする。
・行動の実施：各分区バナー補佐と協議して各ク

　　　　　　　ラブを訪問する。
・実績の確認：各クラブより会員増強の実施状況

　　　　　　　の報告を受ける。

19

１１．．世世界界のの退退会会者者傾傾向向。。　　   

ククララブブのの会会員員維維持持・・退退会会防防止止　　1　　
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25

ククララブブへへののおお願願いい。。　　　　　　

※※　　会会員員増増強強のの最最大大のの方方法法はは、、各各ククララブブのの会会長長・・幹幹事事

　　　　  並並びびにに会会員員増増強強委委員員長長のの熱熱きき志志ししにによよるる、、必必死死ささ

　　　　 のの熱熱意意とと、、達達成成すするるままでで戦戦いい続続けけるる行行動動ににあありりまますす。。

        地地区区会会員員増増強強・・拡拡大大委委員員会会とと致致ししままししててはは、、国国際際

　　　　  ロローータタリリーー第第2530地地区区のの会会員員のの皆皆様様のの熱熱意意とと、、

　　　　 友友情情とと、、ごご協協力力をを切切ににおお願願いいをを致致ししまますす。。

会会員員増増強強 行行動動計計画画　　2
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・実績の反省：会員増強の未達成の結果を分析し　

　　　　　　　て会員増強の改善点を探る。
・進捗の確認：毎月会員増強の届け出の進捗状況　　
　　　　　　　を把握し、未達成クラブに協力を　

　　　　　　　要請る。
・サポート　：地区会員増強委員会は各クラブへ

　　　　　　　の会員増強のサポートをする。
・目標達成へ：会員増強の目標を達成するまで会　

　　　　　　　員増強勧誘を努力し続ける。

で楽しく、活気があり、堅苦しくない雰囲気をつくる
ことが重要になります。面倒見の良いベテランのク
ラブ会員の中から、新会員のためのメンターやカウ
ンセラーをつけて新会員の教育をしましょう。会員
増強の最大の方法は各クラブの会長・幹事、並びに
会員増強委員長の熱き志による、必死さと、達成す
るまで戦い続ける行動にあります。どうぞ必死になっ
て会員増強をしていただけるよう切に願います。



会報・広報委員会会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会　　円谷真路　　加賀広美　　岡田健太郎

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

♥郡山南RC 福舛透さん（本日は地区会員増強拡大・
DEI委員会より会員増強のお願いに参りました。宜
しくお願い致します）♥鈴木雄大さん（福舛様卓話
よろしくお願いいたします）♥松村耕三さん（松村
耕平新入会員をよろしくおねがいいたします）♥渡
邊有さん（誕生祝ありがとうございます）♥黒須幸
雄さん（松村さんの入会を歓迎します）♥佐々木貢
一さん（地区福舛委員長を歓迎して）♥越智正典さ
ん（地区福舛委員長を歓迎して）♥八幡恭朗さん（福
舛様卓話よろしくお願いします）♥松崎浩さん（福
舛様卓話よろしくお願い致します）♥中村将之さん
（卓話宜しくお願いします）♥鈴木東雄さん（福舛
さん卓話よろしく）� 以上11名

◆出席委員会（今成俊克委員長）
例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数
９月１日 51 名 22 名 ―

★本日の例会案内　９月８日（木）12：30 ～
　　外部卓話
　　　東京電力ホールディングス廃炉コミュニケーションセンター
　　　お食事メニュー＝アクアパッツァ・茄子と茸のグラタン

★次回の例会案内　９月15日（木）12：30 ～
　　会員卓話　水戸証券いわき支店長　中村将之会員
　　　お食事メニュー＝海老のチリソース煮

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我らの生業）・
ロータリーの目的（松村耕三会員）・４つのテスト（伊
藤盛敏会員）〕

松村耕三会員 伊藤盛敏会員

渡邊 　有さん
（９月４日）

★ 誕生祝

ハッピーバースデーソング斉唱

　新型コロナが蔓延していますが、
感染防止対策を万全にして、体調の
変化に気をつけてお過ごしください。
並木通り再開発ですが、埋蔵文化財
の発掘作業で半年間遅れています。

とはいえ 23日にはモデルルームがオープンします。
価格などが明らかになりますので、楽しみにしてく
ださい。

⃝�いわき中央 RC、いわき平東 RCよ
り９月プログラム予定表が届きまし
た。
⃝財団室NEWS９月号が届きました。

◆ロータリー財団委員会（代理関口武司会員）

　八幡恭朗さん、黒須幸雄さん、松崎浩さん、関口
武司さん。� 以上４件

◆米山記念奨学会委員会（八幡恭朗委員長）

　八幡恭朗さん、黒須幸雄さん、松崎浩さん、関口
武司さん、佐々木貢一さん。� 以上５件

◆新入会員入会式
磐城済世会副理事長　松村　耕平 さん

　野沢達也会長から松村耕三会員のご
子息の松村耕平さん（磐城済世会副理
事長）にバッジなどが手渡されました。
松村さんは「いわき平のため、世のた
めに活動していきたい」と抱負を述べました。


