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2017～2018年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」

ガバナー　田中誠二

スローガン RI 第 2650 地区
2017～2018年度

前回の例会報告

　先週の田中ガバナー公式訪問には多数のご出席ありがとうございました。
福井クラブとの合同例会　ガバナーアドレスをお聞きいただいた方なら、お
判りでしょうがとても、紳士的な方で常に微笑みを絶やさない、非の打ちよ
うのない素晴らしいガバナーだと感じました。
　会長・幹事懇談会の内容を少しお話しますと、当クラブの事業計画につい
ては概ね評価して頂きました。
ただ返答に戸惑ったことは、ロータリーの理念・倫理観をどのように会員各

位に伝えていくのかと聞かれたときに、例会を通して卓話の時間にお話しさせて頂くか、情報集会
で議題にすることとお答えしたのですが、ただ一方的に話をするだけでなく、グループデスカッ
ションのように意見を言えるような形式が望ましいと、指導して頂きました。
例会行事にあまり、デスカッションはしたことがないのですが、今年度、どこかで行えればと思っ
ております。
　又、地区補助金については、卓球バレー大会にて申請しておりましたが、4.273ドル（円換算で約
470.000円）交付して頂けることになりました。
申請しても頂けないクラブもある中で、ほぼ申請通り交付して頂けることになり、これは堀川委員
長を始め皆様に今一度ご協力頂き　成功させなければと感じております。
　８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。
今期の目標は純増3名とさせて頂いております。個人的には、女性会員がクラブに1割以上いて頂け
ると、いいなと思っているのですが、あまり多く望んでもいけませんので、お知り合いの方がおら
れましたら、ぜひお声掛けのほどよろしくお願いします。
　本日の講師は、地区会員増強拡大委員で、当クラブの会員拡大　委員長　細川君です。
どうしても40分ほしいと言ってましたが、何とか1時半までに終わるようにお願いしておりますの
で最後まで、お聞きして会員拡大につなげましょう。
本日の例会もよろしくお願いし会長挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶

次回の例会案内

四つのテスト　言行はこれに照らしてから・・・  1. 真実かどうか   2. みんなに公平か   3. 好意と友情を深めるか    4. みんなのためになるかどうか　
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写真の広場

8月18日㈮

7月27日㈮

8月25日㈮

RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　65名　　○出席者　45名
○届欠席者    20名　    ○出席率　 69%

祝  8月誕生日の皆様横山会長より「幸せになる枕」 プレゼント

祝  8月結婚記念日の皆様祝  松原会員　Pハリスフェロー受賞

○開会点鐘　１8時３０分
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○閉会点鐘

夜間移動例会
あじさい杯 ボーリング大会

細川直人

中村敏雄
（2017-18年度会員増強・公共イメージ向上セミナー）

（2017-18 年度地区ロータリー財団セミナー）

○開会点鐘　１2時３０分
○ロータリーソング斉唱
　「それでこそロータリー」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○会員卓話　野村正昭会員
○閉会点鐘

職場訪問移動例会
会場　AOi ホールディングス



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

28 名 　　29,000 円　　今年度累計　218,235 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

19 名　　23,000 円

10 名　　10,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 尾川輝幸　　副委員長/ 中村栄子

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

クラブフォーラム

前年度累計　235,000 円

　　　　　　　　8月22日 （火）福井南RC　　8月24日（木）  福井RC
8月25日（金）福井西RC　　8月28日（月）福井東RC　　8月29日（火）福井南RC
9月12日（火）福井南RC　　9月14日（木）福井RC

8月24日（木）福井水仙RC　　9月28日（木）福井水仙RC

石橋聖博、横山剛史、廣瀬充、松本喜市、内海晴藏、田中義乃、光山晃
野原哲也、藤岡茂樹、橿尾輝之、梅本知恵理、坪川俊仁、山下徳太郎
近藤実、中村敏雄、中村栄子、今野義隆、前田和寛、太田貴司　各君　

横山剛史　　先週の田中ガバナー公式訪問、多くのご出席ありが
　　　　　　とうございました。
廣瀬充　　　須賀原ガバナー補佐、先週大変お世話になりました。
　　　　　　今週もご訪問ありがとうございます。
細川直人　　本日卓話させて頂きます。よろしくお願い致します。
山下徳太郎　今日は花火、明日はよさこい、明後日は、たかす海水
　　　　　　浴場の交通整理に出ます。大変です！
太田宏史　　毎日暑いです。
近藤実　　　須賀原ガバナー補佐、いらっしゃいませ！
吉川浩司　　久しぶりに出席させて頂きます。
梅本知恵理　夏の暑さに負けないように、肉ばかり食べてます。
田中義乃　　明日はＹＯＳＡＫＯＩに出ます。審査員ですが・・。
末永雄樹　　2回目の例会参加です。よろしくお願いします。
竹内義隆　　麻雀同好会で8月12日（土）リライムにて、ビアガー
　　　　　　デンバーベＱ大会をします。参加ご希望の方は
　　　　　　竹内まで。
松塚泰孝　　本日早退します。すみません。
前田和寛　　今日はフェニックス花火があります。交通指導を頑
　　　　　　張ります。
朝田健一　　体調管理に一層気を付けて、暑さを乗り切らないと
　　　　　　思うこの頃です。
内海晴藏　　異業種交流同好会をスタートします。皆様参加して
　　　　　　下さい。
中村敏雄　　今月はＲＩの特別月間。会員増強、新クラブ結成推進
　　　　　　です。今日から福井フェニックス祭り、熱い福井にな
　　　　　　りそうです。毎日猛暑が続いていますが、脱水や熱中
　　　　　　症に気を付けて下さい。
長井眞見　　厳しい夏。今年も8月1日より福島、熊本の子ども40
　　　　　　数名が来て、過疎地が賑わっています。
堀川和子　　8月18日金曜日に総務省の橘清司氏が来福されます。
　　　　　　あじさいロータリーの懐かしいお顔が是非見たいと
　　　　　　言う事ですので、当日はボーリング大会もあります
　　　　　　が、もし橘さんにお会いしたい方は粟樹楼にいらして
　　　　　　下さいませ。
松本喜市　　今日から3日間、福井まつり（フェニックス）が開催さ
　　　　　　れます。大いに楽しみましょう。
齊藤稔、小原弘明、坪川俊仁、南伊津美、太田貴司、藤岡茂樹
野原哲也、山本英樹、藤井誠也

2017-18年度2650地区
会員増強・公共イメージセミナー

「会員増強と公共イメージ向上」
会員増強　細川直人委員長

横山剛史、廣瀬充、松本喜市、内海晴藏、坪川俊仁、近藤実
藤岡茂樹、田中義乃、中村敏雄、太田貴司　各君　　

かつて、日本は１３万人のロータリアンが存在し、世界第２位のインド、１位のアメ
リカとともに、日本も世界のリーダーとしてリードしておりました。しかし会員減少
と共に日本国力の影響力も下がり昔のクラブ運営とは様変わりしてきたのが、これが、
今の日本の現状でございます。そしてそれとは逆に、発展途上国や、時代に即した柔
軟性、多様性を取り入れたクラブ運営を実行して来た国々が大きく会員数を増やして
どんどん飛躍してきております。
今、大きく会員を増加させている他国のクラブの一つの理由にロータリーの学友生の
クラブ入会が確実に増加してきている事もここで少しご報告させていただきます。当
地区の増強活動において、この学友会という単語も増強活動で頻繁にでてくる単語に
なると思います。
「学友会」については、2017 年６月１７日に「RI 第 2650 地区学友会」の設立総会が
ありました。この学友会は私たちの２６５０地区でも学友会を対象にロータリアンと
の交流を通じてロータリー活動への理解をより深める」ことを目的に設立され、無事
に会則も承認され、RI の承認のもと認められた「学友会」が誕生しました。この機会
に覚えておいて頂きたいのですが、この学友会を通称「ロータリーフェロー 2650」と
言います。
　　
非常に残念なことですが、それは日本が今まで３ゾーン獲得していたのが 2.5 ゾーン
に減らされます。
８年ごとに世界３４ゾーン編成が行われます。ＲＩ理事会議事録にも掲載されておりま
したが＝日本は２．５ゾーンに削減され（ﾊﾟｷｽﾀﾝ・ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）が入ること
になりました。　　　　　　　　　　　　　[　第３ゾーンに岐阜と三重が入る　]
　韓国が２ゾーン獲得して台湾と共に大きく飛躍しました。　　その飛躍の理由と致
しましては、やはり時代の変化や社会の変化に即したクラブ運営に切り替えたという
ことです。
　若い会員を獲得するために柔軟性と多様性を取り入れて運営の仕組みを変えました
し学友性のロータリー入会がめざましく増加したことです。これは全世界からみても
共通してきております。しかしながら日本ではまだまだ進んでいないのが現状です。
これは日本の保守的かつ伝統的なクラブは RI の方策に対して見逃してきた、あるいは
都合よく理解してきたためであると分析されております。

２０１５年頃からＲＩの会員増強に対する考え方が、従来の単に「会員を勧誘して下
さい」や「会員数を維持して下さい」とだけ言っていたことから、「会員となる魅力」や「会
員愛着度の向上」を意識しながら募集活動にあたる必要があるという考え方に変化し
てきている。
どういうことかと申しますと、勧誘にあたり　先ずクラブの魅力を高めて、このよう
なクラブなら入りたいな～と思われるクラブ作りをしないと会員は入ってこないと言
うことです。

２０１６年の規定審議会は、１５年に渡る試験的プログラムや調査で非常に良い結果
が出たと言うことで、
ロータリークラブの柔軟性をかつてないほど高める変更を採択しました。
方針へのこれらの変更は、クラブ例会の頻度と方法および会員種類に影響するもので
す。
例会の方法や頻度を柔軟に決めることのできるクラブは、入会者が集まりやすく、会
員の参加が促され、新会員と現会員のモチベーションが高まることが、これまでの調
査と会員の経験によって示されています。
クラブで良く議論して頂きまして、クラブの活性化と会員増強の向上に繋がるよう、
ご検討して頂ければと思います。

次号に続く


