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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

  

 皆様こんにちは｡本日は浪江ロータリークラブ泉田

会長をはじめ､たくさんのお客様においでいただきま

した｡誠にありがとうございます｡後程､お一人様ずつ

ご挨拶を頂きますので､宜しくお願い致します｡ 

 最近は一時より気温が落ち着いてきたと思っていま

したら､一昨日は､37.8度と三重県の桑名市で全国一

位の高気温となりました｡8 月も終盤となりましたが､ま

だまだ暑い日が続きそうですので､熱中症には十分

お気をつけ頂きたいと思います｡ 

 さて､本日は皆様に｢カマス｣と言う魚の話をしたいと

思います｡この話は､私が 13 年前に入会した際､イニ

シエーションスピーチでお話した話です｡また､3 月の

PETS でも､エレクト代表挨拶でお話いたしました｡大

きな水槽を透明なガラス板で 2つに分け､片方にカマ

スを入れ､もう一方に餌となる小魚を入れます｡カマス
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は餌を食べようと小魚に襲いかかりますが､ガラス板

に弾き返され､食べることができません｡それを何度も

繰り返しているうちに､やがてカマスは小魚を見ても無

関心になり､襲いかかるのを止めてしまいます｡そこで､

水槽を仕切っていたガラス板を取り除いてみます｡す

るとどうなると思いますか?食べようと思えば小魚を食

べられるのにもかかわらず､カマスは一向に餌を獲り

に行かないそうです｡カマスは､ガラス板があって餌を

食べられないと言う誤った固定観念から､無気力状態

になってしまったのです｡人間も同じです｡｢何をやっ

ても無駄なんだ｣と無気力になってしまいますと､新し

い取り組みを行う気力や､挑戦する意欲を失い､それ

以上何もしなくなってしまいます｡では､この無気力カ

マスに餌を獲りに行かせるにはどうすればよいと思い

ますか?いろいろと実験した結果一つだけ方法が見

つかったそうです｡新しいカマスを一匹水槽に入れる

のです｡すると､新入りのカマスは､ガラス板の固定観

念がありませんので､小魚に襲いかかります｡すると､

それを見ていた無気力カマスは｢どうせ獲れない｣ 

と言う固定観念が払拭され､つられて小魚に襲いかか

るそうです｡我々の回りには､このような透明なガラス

板はないでしょうか?誰でも最初は高い志を持って､新

しい環境に飛び込みますが､いつしか､このカマスの

水槽の様に､周りの環境に影響され､本来の目的を見

失ってしまうことがあります｡しかし､会社でもロータリー

クラブでも､様々な偏見を払拭する何者かが組織の中

に現れると､その組織は一気に活気づく可能性を秘

めている気がします｡つまり､我々は常に増強を意識

して､新しい風を吹き込む新入のカマス会員を増やす

必要があるのだと思います｡ 

本日は会員増強フォーラムですので､会員増強に

つながるお話を致しました｡ 

 それでは､本日も宜しくお願い致します｡ 

 

                            

                  

お客様挨拶 

 
国際ロータリー第 2530地区 浪江ロータリークラブ       

会長 泉田 征慶 様 

今年度浪江 RC第 50代会長を務めます､泉田征

慶でございます｡吉澤会長とは 2013年 9月に二本松

市でお会いしました｡当時､二本松市内にあった浪江

小学校の仮校舎に､視察に同行するということでした｡

その年は､越谷北 RC さんは石川会長､吉澤幹事で､

浪江 RC は川橋会長､中西幹事、私は社会奉仕の委

員長でした｡ご視察いただいた結果､｢親御さんは子

供達が水道水を飲むのを気にしているようだ｣との話

から､ペットボトルの水を提供いただくことになり、後日､

贈呈いただきました｡越谷北 RC さんには､東日本大

震災以来､直後には小学生にランドセルを提供して

頂いたり､我々クラブに多額の支援金を提供していた

だくなど､適時､心のこもったお気遣いをしていただい

ておりますことに､心より感謝申し上げます｡浪江町は､

昨年 3月 31日に一部区域を除いて避難指示が解除

されてから､1年半が過ぎました｡現在浪江町に戻って

いる人数は 805 人です｡震災前の人口が約 21,000

人でしたので､まだ 5%にも届いておりません｡そんな

中､今年は 4月から小学校・中学校､そしてこども園が

開校しました｡小中学校に通う学生は合わせて 11 名

のスタートになり、少し戻りが鈍い気もしますが､着実

に一歩ずつ前進しております｡今年も､浪江町内で例

会開催を予定しており、4 月に皆様に浪江へおいで

いただいた時には工事中でしたが､越谷北RCさんに

寄贈していただきました『希望』の石碑がございます
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元々の例会場の如水で､震災後始めて開催する予定

でおります｡来年度はいよいよ浪江 RC､50 周年を迎

えます｡50 周年の年は重富パスト会長が再び会長に

なり､中西パスト会長が幹事をやるという強力な体制

で臨むことになっております｡そして地区には伊藤公

明パスト会長を､震災後初となるガバナー補佐として

輩出して､その幹事に吉田政輝直前会長と私が付くと

いう体制で進めることになっており､この 50 周年が浪

江 RC にとって大きな節目の年になるよう準備を進め

ているところでございます｡それを後押しするように､昨

年度は吉田直前ががんばり､9名の新入会員が入りま

した｡メンバー数も 45人まで戻り､活気付いてきており､

迎える 50周年が輝かしいものになると確信しておると

ころでございます｡最後になりますが､越谷北 RC さま

におかれましては､今後とも変わらぬお付き合いをし

ていただきますようお願いすると共に､吉澤会長の早

期完治を御祈念いたしましてご挨拶といたします｡ 

 

浪江 RC 副会長 吉田 俊哉 様 

 

浪江 RC 会長エレクト 重富 秀一 様 

 

 

浪江 RC 

友好クラブ委員長・直前会長 吉田 政輝 様 

 

 

浪江 RC 

友好クラブ副委員長 中西 總一郎 様 

 

 

浪江 RC SAA 伊藤 公明 様 

 

来年 50周年、私達も感慨深く楽しみにしています。 

素晴らしい短歌もありがとうございました！ 
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国際ロータリー青少年交換留学生 

真下 莉奈 様 

 

皆様こんにちは。2016年から17年度フランスへ派遣

させていただいておりました、真下莉奈です。 

地区の青少年国家プログラムの方で、ローテックス

としてオリエンテーションに参加させていただいており、

今年の派遣候補生の選考に携わったのですが、今

年もたくさんの応募があったそうで、絞るのが大変だ

ったようです。とても心配しておりましたが、無事決ま

ったとのことで、すごく安心しています。ありがとうござ

いました。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

浪江ロータリークラブの皆様､そして真下様、ようこそ

おいでくださいました｡ 

 

(クラブより) 

・本日例会終了後､重量のある備品やキャビネットを

移動させる作業を予定しておりますので､皆様のご協

力をお願いいたします｡ 

・来週の9/5例会終了後､第3回理事役員会を開催し

ますので､理事役員皆様のご出席をお願いします｡ 

 

(地区より) 

・職業奉仕部門セミナーのご案内が届いております｡

10/4(木)開会点鐘午後 5 時､パレスホテル大宮での

開催です｡ラーメン日高屋創業者である神田正氏の

講演会がございます｡ 

・ポリオ撲滅チャリティコンサートのご案内が届いてお

ります｡11/29(木)午後 6時 30分より､彩の国さいたま

芸術劇場で開催されます｡チケットは 3,000 円となっ

ております｡ 

 

雑誌記事紹介 

 

青少年奉仕委員会 伊藤 純 副委員長 

 

8 月のロータリーの友よりご紹介をいたします｡今月は､

会員増強､拡大月間ということで 16ページに特集とし

て女性ロータリアンに聞く､女性ロータリアンの会員増

強・維持のワケ､というタイトルで女性ガバナー､各地

区の女性委員長の記事がございました｡その中に今

年の 4月までの集計で各地区の女性会員の現状数

の記載がございました｡ご存知の方も多いかと思いま

すが、世界の女性会員の比率が 20%であるのに対し､

日本は､6.6%という現状の中身の数字としまして､ま

ず始めに女性会員の多い地区 
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1位 527人港区芝公園エリアの第 2750地区 

2位 293人大阪市中央区エリアの第 2660地区 

3位 251人神奈川県藤沢市エリアの第 2780地区 

続いて女性会員の割合の多い地区 

1位10.9%先程も1位の港区芝公園エリアの第2750

地区 

2位 10.2%先程は､3位の神奈川県藤沢市エリアの

第 2780地区 

3位9.2%神奈川県横浜市中区エリアの第2590地区 

ご参考までに当クラブ所属の 2770地区は､7.52%で

第 9位だそうです｡ 

また､日本全体の会員数の推移については､2001年

4月時点､全ロータリアン男性女性合わせて会員数

118,987人､その内女性会員は､2,501人 2.1% 

2018年 4月時点､全ロータリアン会員数 89,824人､

その内女性会員数 5,937人 6.6%となっておるそうで

す｡17年前からのデータと比較しますと、全体の会員

数が 2万 9千人位減少している中､女性会員は､約

3,400人増え､約 3倍になっております｡ですが、世界

の会員数に比べますと冒頭もお話しさせて頂きました

が､かなり開きがございます｡女性ロータリアンの記事

内容で強く印象に残ったのは､熊本県の 2720地区

研修委員会副研修リーダー作守順子さんの記事で、

女性会員増強のキーワードは､複数の女性の同時入

会､また､ご主人やご家族にお会いしてロータリー活

動をお話しして理解して頂く､女性の為のイベントを

開催する､入会されましたら毎例会時に声掛けをする

等です｡日頃､北クラブの皆様におかれましても会員

増強にご尽力されておられるとは思いますが、私とし

ましても入会以来 1人も紹介をしていないので、大変

恐縮しております。会員増強維持委員会さんから頂

きました紹介カードなども有効にご活用頂き、会員増

強､特に女性会員増強につながります事をご祈念しま

して、雑誌記事紹介とさせて頂きます｡ 

 

 

委員会報告 

公共イメージ部門 近藤 慎悟 副委員長 

 

公共イメージ部門では マイロータリーの登録

100%を目指しています｡ 

① 登録には皆様のメールアドレスが必要です｡登録

を完了するには､アカウント申請後に届くメールから認

証しないと完了となりません｡現在年度計画書に書い

てあるメールアドレスですが､皆さん使用しています

か?受信できていますか?もし受信できない状態だと､

マイロータリーの登録ができません｡現在使用してい

ない､また受信ができていない状態の方は､事務局あ

るいは近藤までご連絡ください｡ 

② 注意事項です｡現在一部の会員しかメールアドレ

スが ロータリークラブに届け出されていません｡もし

先走ってマイロータリーの登録を行おうとすると､ロー

タリアンとして登録できない可能性があります｡登録す

る際には事務局に一度ご連絡ください ｡ 

 

会員増強フォーラム 

 
会員増強維持委員会 

深野 秀樹 委員長 

橋本 哲寿 副委員長 

 

会員増強フォーラムということで､本来であれば地区

等から偉い方を招いてお話いただくのかと思います

が､あえて今回は私と副委員長でやらせていただきた

いと思います｡ 
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ただ､私は入会して 3年と 2ヶ月､副委員長が 1年と 2

ヶ月なので､あまりフォーラム的なことがきちんとできる

かどうかわかりませんが､一生懸命やらせていただき

ます｡ 

皆様もう読んでいただいているかと思いますが ｢ロー

タリーの友 8月号｣に会員増強月間ということで､

色々な項目が書いてあります｡ 

皆さんも改めて､会員増強の大切さを感じ取っていた

だきたいと思います｡この後で抜粋してお話しますが､

ロータリーとして､4番の事項を特に重要と考えていま

す｡そのために皆さんに告知をしているのですが､あ

まり進んでいないようですので､どうぞ皆さんご協力を

よろしくお願いします｡ 

 

 

(ロータリーの友 8月号より) 

 

1.「クラブ の長所を全てリストにする」 

 クラブの有名会員､例会場所の利点､会員数､主催し

たプロジェクトやイベントなどをまとめたリストを作成し

ましょう｡このリストは入会候補者に E メールや手紙

を送る際のテンプレートとして使えます｡ただしメール

や手紙の内容は､入会候補者一人一人の関心や興

味に合わせてください｡例えば､国際的な活動に興味

がある人には､その分野に重点を置いたメールや手

紙にしましょう｡ 

 

2.「入会候補者のリストを管理する」 

 手書きでもパソコンで入力したものでも構いません｡

クラブに合いそうだと思う人達のリストをつくりましょう｡

理事会の会合でこのリストについて話し合います｡そ

れも､入会促進のコンセプトを話し合うのではなく､具

体的な名前を挙げて､誰がいつ､どの候補者に連絡

するのかを話し合います｡ 

同時に､ロータリーの身近にいる候補者についても見

過ごさないようにしましょう｡例えば､会員の配偶者や

青少年交換プログラムのホストペアレンツなど､すでに

ロータリーがどういうものか知っている人たちです｡元

会員も忘れてはなりません｡ガンプさんにも実体験が

あります｡｢最近､私たちのクラブにも退会していた創

立会員が 2人復帰しました｡事情があって退会した人

でも､後になって時間に余裕ができた時に､戻ってお

いでよと声をかけることが必要なのです｣ 

 

3.「クラブの強みを知る」 

 対象者さえ間違っていなければ､ほとんどのことは強

みになります｡朝例会のクラブは､9時~5時の仕事に

就いている人に向いています｡昼例会のクラブは､退

職した人や育児から手が離れた世代に向いています｡

｢全てのクラブが全ての入会候補者に合っているわけ

ではありません｡自分のクラブに合わない候補者がい

たら､他のクラブを紹介しましょう｡大事なのは自分の

クラブを大きくするだけでなく､世界中の地域社会で

『変化をもたらす』ためにロータリー全体の力をさらに

伸ばすことです｡それに将来､紹介先のクラブが入会

候補者を紹介してくれるかもしれません｣。ガンプさん

は 2年前､イーダイナ RCからの紹介で自分のクラブ

(イーダイナ/モーニングサイド RC)に入会した会員を

例にとって説明します｡｢イーダイナRCは昼間に例会

を開いていますが､その会員には昼例会よりも朝例会

の方が都合がよかったのです｡彼はすでにポール・ハ

リスソサエティ会員になり､ビール同好会の会長を務

め､ロータリー財団100周年記念行事も先頭に立って

指揮してくれました｣ 

 

4.「会員増強をクラブの最優先事項にする」 

 そして､全ての会員にこの点を理解してもらいましょう｡

｢会長や会長エレクトにいつも話しているのは､会長年

度を順調に過ごすための最善策は入会者を増やす

ということです｣とガンプさん｡新会員の増加はクラブ

に新たなエネルギーをもたらし､より多くの人が委員会

に関わり､プロジェクトやイベントの運営に参加し､財
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団のための募金活動を担う人が増えることを意味しま

す｡ 

 

5.「行く先々でロータリーについて話す」 

 職場でも､親戚の集まりでも､近所の立ち話でも､パ

ーティーでも｡ちょっと練習すれば､驚くほど気軽に誘

えるようになります｡｢何度も断られたことが自信につな

がりました｡思っていたほど傷つかなかったからです｣

とガンプさん｡｢それに､ほとんどの人は誘われるとうれ

しそうです｡たとえ断らなければならないとしても｣｡ここ

で覚えておくことは､入会候補者を例会に誘うのに悪

いタイミングなどないということです｡｢例えば､休暇の

シーズンだからタイミングが悪いと言う人がいますが､

私のクラブでは休暇のシーズンに 3人も入会しました

よ｣｡また､ロータリーについて話をするのにふさわしく

ない場所というのもありません｡ガンプさんとメキシコ料

理のファミリーレストランで出会って入会した人もいま

す｡｢新しい会員との出会いがどこで待っているのか

は誰にも分かりません｡若い会員を募集したければ､

若い人が集まる場所に出かけていくことです｣ 

 

6.「会員の責任をリストにする」 

 入会候補者と事前に関わり持つことが大切です｡入

会候補者は､自分がクラブでうまくやっていけるか､ど

んな奉仕活動の機会があるのかを知りたがっていま

す｡リストには､会費､出席ガイドライン､その他のクラブ

で期待されることなどをまとめておきます｡義務ばかり

でなく､会員であることで得られる多くの権利も強調し

ましょう｡ 

 

7.「ゴールはないことを認識する」 

 クラブが望ましい規模になったとしても､会員増強を

やめる理由はありません｡今いる会員がさまざまな事

情で退会することもあるからです｡2016-17年度にイ

ーダイナ/モーニングサイド RCに入会した 31人のう

ち､8人が退会しました｡3人は転職のため､1人は家

庭の事情､2人は仕事との両立が難しくなったため､2

人の理由は不明です｡残った会員のうち､10人はリー

ダーシップを発揮する立場で非常に積極的に活動し

ており､2人は｢会長への道｣を進んでいます｡さらにク

ラブでは､2017年 7月から 2018年 4月までの間に

11人の新会員が増えました｡｢クラブは成長するか死

んでいくか､二つに一つです｣とガンプさんは言いま

す｡ 

 

8.「入会式をお祝いする」 

 ｢入会候補者に､自分は待ち望まれているのだと思

わせることが重要です｣とガンプさんは言います｡｢私

たちのクラブでは､入会した新会員一人一人のポスタ

ーを作成して､次の例会で会場の正面に掲示します｡

皆喜んでいますよ｡ポスターを持ち帰ってもいいかと

聞いてくれる人もいますし､母親に贈りたいという人も

いました｣｡新会員を歓迎するのも大切ですが､クラブ

を健全な状態に保つには､現会員の維持も忘れては

なりません｡ロータリーで充実した経験ができ､会員で

あることの価値を存分に生かしていると思えば､現会

員は喜んでゲストを例会に連れてくるでしょうし､参加

したゲストも魅力的で自分を歓迎してくれるクラブであ

れば､入会したいと思うでしょう｡ 

 

9.「粘り強く」 

 1回や2回誘ったくらいでは例会に参加してもらえな

いこともあるでしょう｡そういう人にも声を掛け続けまし

ょう｡｢私のフィットネス仲間は､私に例会に来るよう説

得するのに 2年かかりました｣というガンプさんは､

2013年に例会に 1回出席した後､すぐにクラブに入

会しました｡ 

 

10.「精力的に」 

 ガンプさんの七面鳥の着ぐるみが訴えているのは､

プライドなど気にするな､ということです｡｢サンクスギビ

ング(感謝祭)の 1週間前､候補者リストに名前がある
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人たちと連絡を取り､次の例会では私が七面鳥の着

ぐるみを着るからぜひ見にきてくれと誘いました｡その

うち数人が誘いに応じてくれ､さらにそのうちの数人が

入会しました｡要は､クラブの例会やイベントを楽しく

活気あるものにすることです｡他に試した簡単なことと

して､例会のテーブルの中央に奇抜な飾りを置いたこ

ともあります｡これが会話のきっかけになるのです｡例

えば､イースターにはプラスチックの卵を入れた籠を

テーブルの真ん中に置きました｡この卵の中にはロー

タリーのロゴを印字した青と金色のM&M's(マーブル

チョコレート)を詰めました｡聖パトリックスの祝日には

シャムロック(アイルランドの国花､三つ葉のクローバ

ー)に会員の写真を印刷したものを飾りました｡クリス

マスには､アルミホイルでつくった木で同じことをしまし

た｡私のクラブは誰でも歓迎する雰囲気なので､入会

候補者が一度例会に出席しただけで入会してくれる

こともあります｡風船でもポスターでもリボンでも､なん

でもよいのです｡とても役立ちます｣ 

 

 

    
 

・末長く両クラブが栄え、友好が益々深まるよう祈念し

て。今年度もよろしくお願いいたします。 

浪江ロータリークラブ 

・越谷北訪問を記念して、短歌 3首。 

「灼熱の 日々を乗り越え今日ここに また友垣と逢う

ぞ楽しき」 

「みちのくに 秋は来にけり野に山に 真近にあれど

還れぬ故郷（さと）に」 

「観音様 願いをせめてひとつだけ かなえてください

世界の平和」 

浪江 RC 吉田 俊哉 副会長 

・泉田会長をはじめと致します浪江 RCの皆様、真下

莉奈様、ようこそおいでいただきました。 

吉澤 晴雄 

・浪江 RCの皆様、真下さん、ようこそ! 

中澤 伸浩 

・浪江 RCの皆様、ようこそ! 

小林 操 ・ 長谷川 真也 ・ 堀野 眞孝・ 

髙橋 正美 ･ 本間 孝 ・ 太田 靖彦 

鈴木 英男 

 

・前回欠席すみません              小宮山 大介 

・ 浪江 RCの皆様 遠いところからようこそおいでくだ

さいました。ごゆっくりどうぞ。        木村 二夫 

 

・浪江 RCの皆様ようこそ!会員増強フォーラムよろしく

お願いします。       大熊 正行 ・ 松崎 義一 

・浪江 RCの皆様ようこそ、青少年交換留学生真下さ

んようこそ、米山奨学生ショウちゃんようこそ。 

宮﨑 敏博 

・お客様いらっしゃいませ。会員増強委員会さんよろし

くお願いします。                 市川洋和 

・前回欠席すみません｡ 浪江 RC皆様ようこそ。      

松井 昭夫 

・浪江ロータリーの皆さん本日よろしく。前回欠席しま

した。モンゴル国へ行って来ました。昼間は 30℃ぐら

いですが、夜はずっと寒くなり 5～6℃ぐらいになります。

パオ（ゲル）に泊まると夜ストーブを焚いてくれます。         

青木 清 

・来週 Initiation Speechです｡ よろしくお願いします。  

浅野目 猛 

・本日もよろしくお願い致します。        髙 瑠美子 

 

出席報告 

会員数             49名 

出席免除者         14名 

出席者             37名 

欠席者             12名 

出席率            82.2% 
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