
 

 

第 2104 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．12．6．[水]  第 2332回例会報告 

 

◎司 会              海野俊彦ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング   『君が代』『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー         福嶋昭合唱委員 

◎ゲスト  セブポートセンターＲＣ 小池雅生様 

 

◎出席報告            林田利治出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 26(6)名 74.3% 72.7%  86.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

11/16・23 地区米山奨学委員会    佐々部宣宏会員 

11/26    リーダーシップ研修会    大井和子会員 

11/27    地区社会奉仕委員会    根本雄一会員 

12/3    米山奨学会年末ﾊﾟｰﾃｨｰ  佐々部宣宏会員 

       大越雅也会員 高栁良作会員 宮下賢会員 

12/5    ｸﾗﾌﾞ戦略計画委員長会議 北見丈治会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 民谷佳子親睦委員 

＊会員誕生日祝    市川敏明会員(８日 )  

北見丈治会員(１０日)  

＊結婚記念日祝    大橋三郎会員（９日 ） 

 ニコニコボックス本日合計  ３４，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ７３７，１００円 

 

◎米山チャリティボックス   

佐々部地区米山奨学金増進副委員長 

青柳民朗会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

民谷佳子会員 細井順子会員 宮下 賢会員   ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ６，０００円 

米山チャリティボックス累計   ９９，０００円    

 

◎会長報告            

①先日、櫻井会員からセブポートセンターＲＣへドネー

ションを渡して頂きましたが、本日はインフルエンザ

でお休みの為、後日報告して頂きます。 

②ＲＩ国際大会 

Ｈ３０年６月２４日～２７日 場所 『トロント』 

私が出発するのは６月２３日です。１２月２５日までに

登録すると３３５ドル。３月３１日まで登録すると４１０

ドル。それ以降は４９５ドルです。 

インターネットでマイロータリーを登録する際、ローマ

字のスペル等が違って登録できないことがあるようで



す。確認の意味を含めて皆さん登録してみて下さい。 

②１２月５日『ソシア２１』にて戦略委員会がありました。 

  当クラブは戦略委員会がないので、私が出席してき

ました。内容については興味のある方に直接お話し

したいと思います。 

 

◎幹事報告              

① １２月４日理事会が行われました。 

・ 親睦委員会より 

＊ クリスマス家族例会 

１２月２０日（水） 時間 １８：３０～ 

場所 『インターコンチネンタルホテル』 

会員２万円・ご家族５千円。コース料理を召し上が

れない小さなお子様は会費無料（抽選プレゼントな

し、お子様向けプレゼントあり）です。お早めにご希

望をお知らせ下さい。 

デルバさんのご家族と横浜薬科大学の担当教諭も

ご参加下さいます。 

 ＊ 新年夜間例会 

１月２４日（水） 時間１８：３０～ 

場所 『北京飯店』 

茜会の皆様も同額で参加できます。 

 

◎ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様より 

 

 

 

 

 

今年の６月の会長就任式には皆様においで頂き有難

うございました。又、１０月の親睦旅行にはセブＲＣから

５名が参加させて頂き大変お世話になりました。先月、

パスト会長の櫻井さんからウオータープロジェクトのド

ネーションを頂きました。北見会長の下、今年は非常に

交流がたくさん出来たと思います。本当に有難うござい

ます。 

 

◎委員会報告  

①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

 １２月１３日（水）年次総会 

     ２０日（水）１８：３０～『ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ』 

           クリスマス家族例会 

     ２７日（水）休会 

  １月 ３日（水）休会 

    １０日（水）会長年頭所感 

    １７日（水）クラブ協議会 

    ２４日（水）１８：３０～『北京飯店』新年夜間例会 

    ３１日（水）大越雅也会員 

２月 ７日（水）山野井正郎会員  

創立５０周年フォーラム 

    １４日（水）櫻井富雄会員 

    ２１日（水）→２０日（火）へ例会変更 

『ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜』第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 

（２１日の通常例会はありません） 

    ２８日（水）１８：３０～大井和子会員② 

『リヴァージュ』 

  ３月 ７日(水) 瀧文博会員 

    １４日(水)→１７日（土）IMへ例会変更 

（１４日の通常例会はありません） 

    ２１日(水)休会 

    ２８日（水）１８：３０～橋浦重己会員③ 

『リヴァージュ』 



◎『会員増強選考委員会』  樋口一樹委員長 

  

 

 

 

 

今日は会員増強についてお話致します。 

先ず当クラブの現状です。 

① 当クラブの会員数 

３６名 

② 職業分類 

・ 横浜地区 RC職業分類 

(１位 不動産 14% ２位 卸・小売 13%  

３位 医療・福祉 12%) 

・ 横浜地域一般業種分類 

（１位 卸・小売 24%  ２位 宿泊・飲食 13%  

３位 建設業 10%） 

・ 当クラブには、卸・小売業や宿泊・飲食サービ

ス業の増強余地がある 

③ 今年度の方針 

・ 一業種５名及び専門職に着目して増強に努め

る 

・ 女性登用の時代でもあり、女性経営者などの

女性会員増強も図る 

・ ロータリークラブを知ってもらうため、親睦会な

どにゲストの参加をすすめる 

・ 『当クラブ入会のしおり』活用して、全会員が会

員増強に協力をお願いしたい 

・ クラブ基盤の強化と活性化 

・ 親睦を図り会員減少を阻止していく 

その他 

・ 職業分類に焦点を当てた増強 

・ 会員増強ノートの作成と利用 

当クラブの入会パンフレットをご覧下さい。そして、会

員候補者のアンケートをお配りしますので、候補者の

方がいらっしゃいましたら、ご記入をお願いします。入

会のパンフレットは根本さんが会員増強委員長の時に

作って下さいましたので、会員候補者の方がいらっしゃ

いましたら、是非ご利用下さい。 

これにはロータリークラブの誕生やロータリークラブで

の親睦と奉仕。写真が掲載されているので、会場の雰

囲気や運営等がわかります。ロータリークラブとライオ

ンズクラブとの違いなども書かれております。そして、も

う一つ小さな冊子があります。これは新会員推薦を如

何にするかの、ステップ①②という物が一緒に入ってい

ます。これはおそらく地区から送られて来たものだと思

います。 

このステップ①②には地域社会に積極的に働きかける。

ロータリーの襟ピンを着用し活動についてきっかけを作

る。同僚・友人・知り合いにクラブが実施している興味

深いプロジェクトについて伝える。ロータリーの基本知

識、ロータリーとは、ロータリーの対応、クラブ例会に友

人や同僚を招く。クラブの歴史と最近行った奉仕プロジ

ェクトや親睦行事についてまとめたパンフレットを渡す。 

クラブの活動や奉仕プロジェクトに参加するよう会員候

補に呼びかける。このように書かれております。右半分

には会員の推薦用紙が付いていますので、これをもと

に推薦者を記入し、クラブ幹事に提出します。 

親睦を図り会員減少を阻止していく。職業分類に焦点

を当てた増強。会員増強ノートを作成して利用していく

ことを理事会でお話させ頂いております。 

会員数は減少傾向なので、やはり会員基盤の強化が

必要です。チェック項目のようなアンケートを昨年度行

っております。項目として、クラブが退屈・クラブの将来

性・職業分類の偏り、これ以外に若手会員数の減少、

寄付への理解、クラブ協議会の運営、卓話がしばしば

退屈、出るのがおっくう、家族の理解、地域に根差した

活動というチェック項目で、７項目以上該当するクラブ

は危険水準だという話がありました。又、ロータリーの

各グループの話の中で、問題点や解決策がありました。



問題点としては、高齢化・無関心者の意識改善、若手

会員との格差、女性会員不在、会費が高い。解決策と

しては、意識改革、魅力的な卓話、会員の増加が必要

ということでした。プログラム等について、今後検討して

いく必要があるかも知れません。とにかく会員増強をし

ていくことがクラブにとって良い事だという話でした。 

他クラブでは SNSを活用したり、例会を月に２回に変

更したという話がありましたが、当クラブは従来通り地

道な活動をやっております。裏面の会員増強見込みリ

ストを皆様にご提示させて頂いております。過去候補な

ど、ご覧いただきますとお名前が記載されております。

こちら以外の方で入会の候補者がいらっしゃいましたら

是非教えて頂きたいと思います。元会員の方にお声を

掛けたり、元会員の方にご紹介して頂く等。税理士の

方や卸・小売、法人会や工業会の方等、会合で会える

方や商店街の方等、コネクションがある方や会員候補

者リストの方と接点がある方は是非お声掛けして頂き

たいと思います。  その際はパンフレットを使って是非

例会へいらして頂けるようお誘いをお願いします。 

いらして頂ければ雰囲気がわかります。若い方へ声を

かけていけば、またその友人関係が新たな人を紹介し

て頂ける可能性がありますので、皆様宜しくお願い致し

ます。 

 

◎ ニコニコボックス      民谷佳子親睦委員 

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様 

  今年も大変お世話になり有難うございました。来年

もよろしくお願い致します。 

北見丈治会長 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

大橋三郎会員 

結婚記念日祝を頂きました。 

樋口さん会員増強について宜しくお願い致します。 

市川敏明会員 

  いよいよ８０の大台に到着致しました。お陰様で何と

か元気に過ごさせて頂いております。 

  セブポートセンターRCの小池様ようこそ。 

  樋口会員フォーラムご苦労様です。 

佐々部宣宏会員 

  １１月の入会記念日祝を頂ける日に欠席しましたの

で、本日改めてお礼を申し上げます。 

海野俊彦会員 

  師走です。あっという間の一年です。 

  セブポートセンターＲＣの小池様ようこそいらっしゃ

いました。 

福嶋昭会員 青柳民朗会員 

  セブポートセンターＲＣの小池様ようこそいらっしゃ

いました。 

豊場建伍会員 

  先週、市川先生と八木先生に大変お世話になりまし

た。 

  セブポートセンターＲＣの小池様ようこそいらっしゃ

いました。 

坂巻照代会員 

今年も残りわすか、元気で寒さを乗り越え良い年を

迎えたいです。 

 セブポートセンターＲＣの小池様ようこそいらっしゃい

ました。 

西山俊雄会員 

  年内の飲み会を如何にして少なくするか、それが難

しい。 

小後摩重正会員 

  本日は会員増強について、樋口増強委員長のお話

を伺います。 

宮下賢会員 

  林田さん『佃煮』有難うございました。 

  樋口増強委員長のお話を伺います。 

 

◎次週の予定 

１２月１３日(水)  年次総会 

◎会報               坂巻照代会報委員 


