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◎会長報告
①この度の北海道における地震による被災者の皆様
に謹んでお見舞い申し上げます。

◎司 会
平山滋也ＳＡＡ委員
◎ロータリーソング
『奉仕の理想』
◎ソングリーダー
山田哲也合唱委員
◎ゲスト ・パストガバナー
高良 明様
・港南区副区長
佐藤英一様
・港南区総務課長 塩田洋司様
◎出席報告
飯島直人出席委員
会 員 数 出 席 者 出席率
数
34(7)名 26(7)名 81.3%
（ ）内は出席免除会員数

前回
修正率
100%

前月
平均率
88.5%

②大岡川灯篭流しの協賛金を山野井会員にお渡ししま
す。
③９月５日『霧笛楼』にて創立家族例会の試食会を数
名で行いました。とても美味しいお料理ですので、是
非ご参加ください。
④９月６日川崎マリーンＲＣで米山奨学生のデルバさん
他３名の留学生が卓話をしたので、私と佐々部さん
はメークアップをして応援に行きました。
⑤９月６日に北海道胆振東部地震が発生し震度７を観
測しました。北海道のロータリークラブを検索したとこ

◎親睦委員会(今週のお祝)
海野俊彦親睦委員長

ろ、北海道２５００ロータリーＥクラブ(２０１４年１月２５

＊ 会員入会記念日祝

から次週月曜日１１：５９まで。メークアップもできます。

ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

豊場建伍会員(8/22)
平山滋也会員(9/1)
大井和子会員（9/11）
２７，０００円
２７９，０００円

◎米山チャリティボックス

上杉順一米山記念奨学委員
上杉順一会員 佐々部宣宏会員 根本雄一会員
橋浦重己会員 宮 下 賢 会 員 ５名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
５，０００円
米山チャリティボックス累計
４９，０００円

日設立)がありました。例会日は毎週月曜日１２：００
Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで斉唱、会長報告・幹事報告・委員会報
告・ニコニコボックス・出席報告、卓話もＷｅｂ上でテ
キストとして確認。メークアップ方法を紹介します。
⑴ 『メークアップ』ボタンからメークアップの議題に対す
る投稿を記入するページへ移動
⑵ メークアップ投稿１００～２０００文字以内で意見等
を投稿
⑶ その際に、氏名・メールアドレス・所属クラブを記入
⑷ メークアップ証明書の発行手数料５００円
⑸ お支払はカード決済。そのまま処理ページに進み

お手続き

②越中おわら節

⑹カード決済処理が完了したら、投稿頂いた際のアド

山野井会員

９月２３日『ひまわりの郷』、夜には『カミオ』にてまちな

レス宛にメークアップ証明書（ＰＤＦ）を添付したメー

がしを行います。お手伝いをして頂けると有難いです。

ルが送付されます

13：15 桜岡小学校・六つ川台小学校子供たちの和太

⑺送付された証明書をプリントアウトし、所属クラブで
手続きをしてメークアップは完了

鼓、13：30 桜岡小学校ダンスクラブ、3：30 大学生ジャ
ズダンス（おけさソーラン）是非見に来てください。

⑥１０月５日からセブポートセンターＲＣへロータープラ
ストメディカルミッションに櫻井委員長・天野さん・平

（灯篭流しの協賛金ありがとうございました）
③親睦委員会

海野俊彦委員長

山さんと私で参ります。補助金(２万円×４人)とお土

９月２６日の創立記念家族例会、１０月の親睦一泊

産代(３万円)を櫻井委員長にお渡しします。

旅行は是非ご参加お願い致します。

◎幹事報告
①高良パストガバナー本日はようこそいらっしゃいまし
た。
②日曜日にロータリーリーダーシップ研究会があり、参
加して来ました。非常に価値のある研修だと思いま
すので、ロータリー歴の少ない会員の方にはお勧め
しますので、参加をご検討ください。

◎『会員増強とクラブの活性化』
パストガバナー 高良 明様

◎根本会長エレクトより

皆さんこんにちは。今日は３０分ほどお時間を頂戴し
皆さんと共に検討・確認していきたいと思います。
来年は５０周年という事なので、来年は輝かしい年に
なると思います。その前に、前祝のお話をさせて頂こう
と思います。
太宰府天満宮に樹齢１０００年からなる立派なくすの
木があります。この木を詠んだ俳人萩原井泉水は『くす
の木千年、更に今年の若葉なり』千年もの老木も毎年
毎年そこから若葉が生まれた。我々人間社会も組織を
もって続いています。一人の人生は１００年足らずかも
知れませんが、人間社会は続いています。ある会社は
１４５０年も続いているところもあります。来年横浜港南
ロータリークラブは５０周年です。根本会長エレクトはし
っかりと手綱を締めて、６０年７０年に向かって歩んで頂
きたいと思います。
『正』しいという字は、一と書いて止めると書きます。
区切りの良い年に一回止まって、そして足元をしっかり
と見定めて、現状をしっかり認識し、将来の姿を眺めて、
それに向かって着々と戦略計画を立てて歩んでいく。
一時とどめて正しい姿を思い浮かべながら歩んで頂き
たいと思います。
人間社会は組織を作って存在しています。誰一人と
して、一人で生きている人はいません。お互いに助けて
助けられて生きている。これが現実の人間社会です。
孤独では生きられないのです。
ある村の小高い山に仙人が住んでいました。ところ
がある日、その村が火事になってしまい、村人達は他

当クラブは来年が５０周年ですが、港南区政も５０周年
です。本日は港南区副区長と総務課長が PR と協賛の
お願いでいらしています。

◎港南区副区長 佐藤英一様より

港南区は来年が区政５０周年です。記念事業の実行
委員会は既に立ち上がっており、委員長は港南区連合
町内会長連絡協議会会長の藤田誠治さんです。５０周
年事業のテーマは『愛あふれるふるさと港南に』です。
「あいさつ」「ささえあい」「たすけあい」「みまもりあい」な
どのあなたの「愛（あい）」という言葉をしっかり広げるこ
とが５０周年記念事業の基本テーマとしています。５０
周年を区民の皆様・事業者の皆様と一緒にお祝いした
いと思います。ＰＲと記念事業に向けて邁進していきた
いと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

◎委員会報告
①創立５０周年記念について

山野井委員長

今夜、５０周年実行委員会を行いますので、関係者の
方はお集まりください。

の土地を求めて移動しました。人がいなくなってしまっ
たので、仙人も村人たちの後を追って移動したのです。
何故かというと、仙人も誰かに注目して欲しい、関心を
持って欲しい、人間社会は人間関係で成り立っている
のです。人間の性を見ながら人間関係をきちんと確認
していくことが大事です。ロータリークラブは１００年以
上たっていますが、ポールハリスは、寂しさを解消する
ために、ロータリークラブを作ったということです。クラブ
というのは１７～１９世紀にわたって、イギリス中心にヨ
ーロッパで発達しました。日本でも江戸末期に横浜の
ユナイテッドクラブが初めて作られました。
１． 生きているクラブ・死んでいるクラブ
組織について、会社やクラブを思い浮かべて下さい。
会社の入り口に入ると、生きている会社か死んでい
る会社かわかります。これは熱量の違いです。情熱・
熱意・やる気です。年齢に関係なく、一人ひとりの熱
量の大きさが、情熱に燃えているかです。何のため
にこのクラブがあるのか、何のために増強するのか
を考えて頂きたいと思います。何のためにという存
在・理由・目的が非常に大事です。生きている人間、
事実上死んでいる人間の違いをお考え頂きたいと思
います。
２． 魅力ある活性化組織とは：熱量が多い
魅力ある活性化された組織とは、今申し上げた通り、
熱量が大きいという部分には非常に魅力があります。
これは３つあり、理念の『理』、情熱の『情』、やる気
『熱』が大切です。
『理』やりがいのある組織（自分や社会にとっての価
値、目的・目標意識、帰属意識）道理・条理・理
念『理』を共有しているかが大事です。
『情』楽しさを享受できる組織（新たな人間との出会
い、人生の喜び、良い人間関係）ロータリークラ
ブ本来のあり方を見据えながら、親睦があって
楽しみがある。そして、自分の人生の向上にな
っていく。これらがあってこその楽しみです。
『熱』自分らしさが発揮できる組織（自己実現、自己
表現、承認・尊敬風土）考え方は違って当たり前
なので、尊重しながら自分の意見を発揮できるよ
うな組織を作ることが大事です。
解散したクラブや肉体的に健康で脱退した人の話を
聞きますが、ロータリーの存在理由や本質を知らず
に辞めてしまうのは非常に残念な事です。
３． 組織の存続（活性化組織）は基盤（土台）が大切
（３M）：熱量を高めるために
会社・クラブ・組織は存続することに意義がある。
そのためには基盤・土台をしっかりと植え付けていか

なければいけません。
（１）
人・会員（Man・Member）：「組織は人なり」・・尊
重と和（親睦）お互いに尊敬し合い会員を大切
にしていく。
（２）
使命・理念・目的（Mission）：「使命の所有」「全
員のベクトル合わせ」・・学び。意義ある事業の
基礎として奉仕の理念を奨励し育んでいく。
（３）
組織管理運営（Management）：「適切な組織運
営」・・価値あるプログラムと実践。例会の運営
やクラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕を含めて更にその奉仕活動を高め
てもう一度見直してみる。
４． 魅力ある人財（会員）に見られる行動特性をコンピ
テンシーと言い、熱量を高めている人です。
（１）
明確な目的意識と使命感の所有、それに伴う
行動力
（２）
他者（仲間）の尊重と連帯感及び他者（仲間）
を鼓舞・勇気づける
（３）
自主的行動と勇敢さ
５． 会員基盤の充実
（１）
会員増強の目的
① 多様性のある友人との出会い（親睦と友情）
② 一人でも多くの方に「奉仕の理念」の大切さを
学んでいただく（学び）
③ きめ細かい価値ある奉仕活動（共働実践）
④ クラブの維持存続
⑤ その他（良好な財務基盤と価値あるクラブ運
営等）
組織運営について、クラブ基盤管理を強化していくこ
とですが、先ずは横浜港南ＲＣとして、将来どうしたい
のか、どのようなクラブにしたいのかクラブビジョンを今
から考えていかなければいけないと思います。クラブビ
ジョンを明確に皆で共有し、現状を認識し、何故若い人
が入ってこないかを真剣に分析する必要があると思い
ます。その上で、将来のビジョンとギャップを埋めるた
めの計画が戦略計画です。皆さんで一所懸命考えてく
ださい。
川崎西ＲＣでも会員減少が続いていますので、アン
ケート取ってみました。何が見えて来たかというと、自
分が思っていた以外のいろいろな意見があることが分
かりました。実態を知ることが必要です。その上でどう
するか真剣に問いかけて、こんなクラブにしようと皆で
作っていくのです。それを穴埋めするための３年・５年
計画を立てて着実にやっていくのです。方向性が大事
です。是非、戦略計画を立てて、５０周年６０周年ときち
んとした合理的な計画のもとにクラブ運営をして頂きた

いと思います。
（２）
一業一会員制から一業多会員制へ
1905 年 ロータリー誕生「一業一会員制」で発足
1915 年 アディショナル制度（同業者を推薦）
1930 年 パストサービス会員（現役を離れた人）
1939 年 シニアアクチブ会員（年齢により５～１５年で
リタイヤしたと見なす）
1970 年 シニアアクチブ制自動移行（会員歴１５年で
リタイヤしたと見なす）
2001 年 正会員と名誉会員のみに整理（退職者も継
続して会員資格維持）
2007 年 財団学友を正会員、地域社会の活動参加者
を正会員
2013 年 仕事をしたことのない人、仕事を中断してい
る人を正会員（専業主婦・主夫）
2016 年 規定審議会にて会員の種類に柔軟性の導
入
（３）規定審議会による柔軟性の導入
2011 年 7 月 1 日より、会員に多様性をもたらすことを
目的に、様々な会員資格（衛星クラブ会員、準会員、法
人会員など）とクラブ運営を試行する試験的プログラム
が行われていました。これを受けて、2016 年 4 月の規
定審議会では、革新性と柔軟性のある会員身分等の
変更が行われました。（この結果、試験的プログラムは
２０１６．６．３０をもって終了）
（４）会員の種類と柔軟性
① 会員の種類は「正会員」と「名誉会員」の 2 種類（こ
れまでと変更なし）とし、正会員の中のサブカテゴ
リーとして、準会員・法人会員・家族会員・シニア
会員などのクラブに合った会員種類を定めること
ができる（細則改訂要）。
② 善良さ、高潔さ、リーダーシップ、職業・地域社会で
の良き評判、奉仕の意欲のある成人が前提条件
（所有者、共同経営者、法人役員、支配人は削除
されるなど一部変更）
（５）法人会員の導入について（新たな会員創造）
会員が一定の条件に該当する「成人」である限り、ク
ラブは細則で定めればどのような会員種類も追加でき
ることになりました。「法人会員」といっても、法人自体
が会員になるのではなく、その法人扱いとして登録した
人が（法人扱いの登録会員、以下とりあえず登録会員
と呼ぶ）が正会員になるわけです。
① クラブの所在地域にある法人や会社を「法人会員」
とする正会員を指定登録
② 登録された会員のうち 1 名を上級会員として、その
他は正規に雇用された管理職等

③ 登録された人（試験的プログラムでは 4 人まで）は
すべて正会員となり、それぞれＲＩ分担金とクラブが
決定した年会費（地区分担金、食費代等を含めて
クラブが自由に設定）を支払う
④ 例会には、登録会員のうち 1 名のみが出席すれば
よいと細則で定めることができる（当然ながら全員
出席してもかまわない。出席率は法人会員として 1
名で 100％可能）
⑤ 登録会員全員にクラブ投票権があり、クラブ役員や
委員会の任に当たることができる（正会員と同様の
権利と特典が与えられる）
私がガバナーを終えて、以前に書いた本を大幅に修
正して、ロータリー・企業経営・家庭の３つを併せて、一
年かけて書きました。物語調に書きましたので、私の考
え方が反映していると思います。できればお読み頂け
ると有難いと思います。横浜港南ロータリークラブの皆
さん方の健康と、５０周年に向けて益々のご発展をお
祈りし、卓話を終わらせて頂きます。本日は有難うござ
いました。
◎ニコニコボックス
海野俊彦親睦委員長
高良パストガバナー
本日は卓話にお招き頂き有難うございました。
横浜港南ロータリークラブの益々のご発展を心よりお
祈り致します。
宮下賢会長
高良パストガバナーご本を頂き有難うございました。
本日の卓話楽しみにしております。
大井和子幹事
高良パストガバナーようこそいらっしゃいました。
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。
平山滋也会員 豊場建伍会員
会員入会記念日祝いを頂き有難うございました。
高良パストガバナーの卓話を楽しみにしています。
橋浦重己会員
国際ロータリー第 2590 地区戦略計画委員会高良明
委員長、本日の卓話有難うございます。ご指導のほ
どよろしくお願い申し上げます。
山野井正郎会員
高良パストガバナーをお迎えして。
今夜５０周年事業実行委員会を開催致します。お忘
れなきように。
市川敏明・根本雄一・佐々部宣宏・海野俊彦・上杉順一
小後摩重正・福嶋昭・高森政雄各会員
高良パストガバナーようこそいらっしゃいました。
どうぞよろしくお願いします。
◎次週の予定
９月１９日(水) 米山奨学生 デルバさん『学業報告』
◎会報
尾形達也会報委員

