
同好会報告

ゴルフ同好会 ゴルフ会幹事 松尾 和典
先々週ですが第1回ゴルフコンペのご案内を差し上げてい

ます。出欠のご返事をお願い致します。
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例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」

八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

次回例会のお知らせ ８月３０日 (金) 「職業奉仕入門」 地区職業奉仕委員会委員 神尾 康生君

八幡西ロータリークラブ

《会報委員会》
福田 学 貞方 友明 坂本 敏弘 藤本
生男 太田 信博 溝上 智彦 金久保 和

１．ロータリーソング “ 奉仕の理想"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 高橋良知 君 Ｓ３２年８月１４日
５．会長の時間
６．各委員会報告
７．ニコニコボックスの報告
８．幹事報告
９．卓 話 「ＳＤＧs(持続可能な開発目標)とは」

北九州市企画調整室 主任 鵜飼 秋子様

出席報告 例会食事カロリー １,９６０Kcal

会員数 ５２名
・当日の出席者 ４２名
・ゲ ス ト数席者 ４３名
・ビジター数 1１名
・会員出席率 ８５.７１％
・７月２６日の修正出席率(仮)   ８７.５０％
・ビ ジター：原野 由紀様（東京大崎RC）

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０１９年８月２３日(金)

前例会の記録 ８月９日(金)

会長の時間 会 長 岸野 玲

今日は新会員八尋生義（たかよし）君の入会式を行
います。ロータリーの目的、四つのテスト、バッチをお
渡しします。最初は何もよく判らないと思いますが我々
に聞いて頂ければ良いも悪いも答える事が出来ると思
います。

今週全英女子オープンゴルフで、渋野日向子さん二
十歳が優勝したと素晴らしいニュースが飛び込んでき
ました。明け方まで見ていたのですが途中睡魔に負け
最後まで見れなかったのですが最終１８番の５.５ｍの
強気のパットで逆転優勝と言う素晴らしい映像を見さ
せて頂きました。日本の女子は最近すごく強いですね
男子も頑張らなければいけないなと思いますが私ども
はそれなりに頑張っていきます。

幹事報告 幹 事 三島 靖男
１）例会臨時変更のお知らせ

★戸畑ＲＣ
８月２９日（木）の例会は ↓
８月２８日（水）１８：３０～ 飛幡八幡宮

★戸畑東ＲＣ
①９月３２日（月）は休会
②９月３９日（月）１８：３０～ 観山荘別館
③９月３０日（月）１８：３０～ 西日本工業倶楽部

★八幡中央ＲＣ
９月９日（月）１８：３０～ リーガロイヤルホテル小倉

★八幡ＲＣ
①９月１０日（火）１８：３０～ アクティブリゾーツ福岡八幡

②９月２４日（火）の例会は
②９月１９日（木）１２：３０～ 九州国際大学附属高校

【お知らせとお願い】

神田徹第３Ｇ ガバナー補佐 クラブ協議会日

２０１９年９月６日（金） １３時４５分 ～１４時４５分
尚、クラブ協議会へは理事・各委員長及び下記の入会５年

未満の方は出席をお願いいたします。
↓

入会５年未満：永吉大祐、溝上智彦、梛野晴司、貞方友明
河島昭彦、川越和宣、藤本生男、吉田浩二の諸君

灘谷和徳ガバナー 公式訪問日

２０１９年９月２０日（金）
・会長・幹事との懇談会 １１時１５分 ～ １２時１５分
・例 会 １２時３０分 ～ １３時３０分

※ 止む無く当日ご欠席の方は必ず幹事までお知らせ下さい

（八尋生義会員）
今日から入会させて戴いた八尋です。
何も判らないですが宜しくお願い致します。

吉田 総次郎君 ２８年

７月度 １００％出席皆勤表彰
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＜クラブフォーラム＞ 会員増強について

会員増強・職業分類・会員選考
・ロータリ情報委員会
委員長 廣田 豊

先週、初めてインフォメーションをさせて頂き、
八尋さん、中山さんに入会頂けると言う事で順調なスタート
が切れました。地区の会員増強セミナーに会長、幹事と一緒
に行ってまいりました。新しい方が入ってこないと活性化しな
いと感じていると思いました。今回地区のセミナーに行きまし
て今のロータリーの現状を教えて頂きましたので発表させて
戴きます。全世界のロータリアンは１２０万人で内女性は２８
万人で２３％が女性会員になっています。日本のロータリア
ンは８９,６５４名ですが女性会員は６,１４０名で６.８５％まだ
まだ女性の比率が低いと言う話がありました。日本に全３４
地区ありますが３４地区の中で会員が増加した地区は１９あ
り５１８人増えました。一方で１３地区は減っています。純増
会員数は１５１名で、昨年度末８万８千人になっています。２
７００地区に関しては現在３,２２２名会員がいます。女性会員
比率としては５.９％で日本全体から見ても比率が低いです。
若手や女性の増強が必要です。２０１３年の３,１００人から３,
２２２人に地区会員数としては１１９人増えていますが、女性
は１１３人から１８９人なので８６人と増えました。増えた会員
数の６４％は女性会員で女性の会員拡大が全体の拡大に
貢献しています。今まで出ていない方をいかに取り込むかが、
組織の活性化には大事です。八幡西RCの現状ですが正会
員５３名、女性会員は０名です。平均年齢が５９.４歳で日本
人の平均年齢が４８歳ですから１０歳位平均年齢が高いで
す。若い人をたくさん入れていく必要は高いと思います。今
回いろんな拡大を成功しているクラブの報告を聞いてきまし
た。２１４名の対象者にアンケートをとってRC入会の動機で１
番多いのは、友人・知人・取引先から誘われた事と大手企業
は前任者が転勤等で引き継ぎで入会するケースがあります。
RCのイメージは、名士、地元の有力者、社長、成功者、お金
持ちの集まりと言うブランドイメージを持っています。一方で
会費が高い、お金が掛る、敷居が高い、固いイメージや年齢
層が高い、そう言ったマイナスイメージもあります。入会後に
感じた印象は楽しいと思っているケースが１番多く、親しみ
やすい、優しく接してくれる、居心地が良いと感じています。
当クラブも同じ印象が多いと思いますが、入った後の印象は
結構良いので入る前に少し敷居が高くなっている所をご理
解頂く事で入会促進が出来るのではないかと思います。今
後は、夜間例会を開いたりして若い会員を増やし、ロータ
リーの広報や活動アピールするイベントを開催する必要が
あります。

現在の退会状況で１番多いのは会費と時間の負担が３割、
一部クラブの環境がそぐわないと言う方もいました。会員維
持を阻害する要因の４４％が会員同士の人間関係トラブル、
１１％がロータリーの理解不足、１４％がクラブ活動の理解
不足、１９％が年齢、会社の業績、転勤でクラブでどうする事
も出来ません。会員同士の人間関係トラブルやロータリーの
理解不足、クラブ活動の理解不足は、改善方法によって良く
なる可能性があります。地区は、入会：２９４名、退会：２５６
名と沢山入会しているのですが同様に退会が出ています。
此処をいかに減らすかが重要になっています。地区全体とし
ては３年未満退会者問題で重要事項になっていて３０名の
方が３年未満に退会をしています。

全体的にどのクラブにも言えることはシニアの方を利用し
ていません。先輩が新会員にロータリアンとしての事を教え
てほしい。新会員に対してフォローや教育が不足して接する
機会を作っていません。会員増強に１番有効と思われるの
は、現在の会員から最低１名以上の推薦、紹介を頂ければ
機会は広がります。

委員会報告
親睦・健康管理委員会 委員長 藤村克成

９月２７日に鞘ヶ谷ガーデンアグラスにて観月会を行
います。大西麻衣子さんのフルート演奏をお願いしてい
ます。千草ホテルさんに御無理を言ってご案内の様に
バスで送迎をして頂くようになっています。詳細はチラシ
をご覧ください。当日は観月会でございますが中秋の名
月は時期的に無理ですが美味しい料理と素晴らしい音
楽と言う事で秋の夜長を楽しんで戴きたいと思います。

クラブ奉仕常任委員会 委員長 高嶋雅樹君
９月６日神田徹ガバナー補佐訪問に伴い、例会終了後１３時
４５分から１時間ほどクラブ協議会を開催致しますので各委
員長は出席を宜しくお願い致します。出席出来ない場合は副
委員長もしくは代わりの方のご出席の手配をお願い致します。
入会５5年未満の会員も出席してください。８月３０日神尾さん
の卓話にちなんで「本当の職業奉仕とは」をテーマにIDMを行
いたいと思います。各班は８月３０日～９月１２日の間にIDM
を行ってください。IDM各班の報告は９月１３日にして頂きます。
各班のリーダー・メンバーは次回例会時にメールボックスに
入れさせて頂きます。

月１回増強会議を行い地元での広報活動、オープンゴルフ
コンペ、オープン飲会等楽しい会を行ったり青年、商工会議
所とのつながりを強くする等アイデアが出ていました。退会
防止に有効な手段は休みがちな会員に声掛けし例会の状
況を伝え、退会の悩みがある方の情報を聞き、メンターを付
けロータリーに馴染みやすくする等１人１人居心地が良い様
にしていくのが大事です。実施して良かった事は、例会の着
席場所を抽選にして席を混ぜる事によっていろんな方とお話
をする機会を作るとか食事時間に音楽を流す、ご意見箱を
設置する、家族例会を多くする報告もありました。会員維持
する活動ですが、既存会員維持率を高める事と例会に柔軟
性を持たせやっていく必要あります。入会しやすい明るい雰
囲気を作り、楽しさを強調するクラブ運営を行い自信を持っ
てクラブの良さを人に伝える努力が必要です。会員拡大はク
ラブの良さを語れるようにし長期計画に基づいた増強計画と
賛否はあると思いますが、若手、女性の入会を推進しましょ
う。そもそも拡大しても退会が出ては意味がなくなるので会
員維持も頑張りましょう。最近良く言われますが「若者、馬鹿
者、よそ者」を生かせるかが元気な組織の大事な所と言われ
ています。安定が出てきますと自己満足になり硬直化し組織
が活性化しなくなります。「若者、馬鹿者、よそ者」を大事にし
て２０代、３０代の若い方の意見を取り入れて行こうとか、
ロータリーは地元名士みたいなイメージがありますが今まで
クラブに無かった職種や経歴の方を取り入れて行くことによ
り活気がでます。「若者、馬鹿者、よそ者」が入って来れない
と既存のメンバーに固まり発展性が出てきません。そう言う
状況に基づいて地区の活動計画としては５ヶ年計画で３,４０

０名を目指し、５１名以上のクラブで毎年２名純増を目指しま
す。最後に八幡西RCの活動方針ですが、今期末５８名目指

しています。是非１人でも多くの方のご紹介を頂ければと思
います。

【ニコニコボックス】
・八尋さんようこそ八幡西ロータリークラブへ

岸野、村山、溝上、三島、吉田浩二、坂本、波多野
藤本、伊豆、藤村、有松、正木、赤田、小嶋、安東、谷
稲冨、中村、吉田総次郎、神尾、高嶋の諸君

・会員増強、新会員のご紹介
皆様宜しくお願いします。 廣田君

・早退お詫び 岩崎、柿本の諸君

mailto:rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp
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