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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様こんにちは。3 週間ぶりの例会となります。前

回のガバナー公式訪問はおかげさまで無事に終える

ことができました。クラブ協議会におきましても特に大

きな指摘もなく、例年よりもスピーディでした。 

実はクラブ例会・クラブ協議会ではとてもスムーズ

だったのですが、その前の懇談会ではいくつか厳し

いご指摘を頂きましたので皆さんにもご案内させてい

ただきます。 

 

『ガバナーからのご指摘』 

① ロータリーの目的のページですがここはセミコロ

ンではなくコロンなのだそうです。皆さんコロンと

セミコロンの違い分かりますか？私はよく分かっ

ていなかったので調べてみたのですが、すごく簡

単に言うと、コロンは「すなわち」や「つまり」など

詳細をいう場合でありセミコロンは「ところが」や

「または」など別のものをいう場合や対比する場
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【次回例会案内】 令和 2年 10月 21日 

※オンライン例会（ZOOM） 
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「YouTube」でも配信!! 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2160回例会 
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合などに使うそうです。 

コロンを「つまり」や「すなわち」、セミコロンを

「または」と読んでみると意味が分かりましたし、こ

の部分がセミコロンでは間違っているという意味

が分かりました。ちなみにだいぶ長い間、間違え

ていたようです。お暇な方は過去の年度計画書

をご覧ください。 

② ロータリアンの行動規範も実は 5番目ができてお

りました。読み上げます。 

5）ロータリーの会合、行事および活動におい

てハラスメントのない環境を維持し、ハラスメント

の疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した

人への報復が起こらないようにする。 

③ 86 ページクラブ定款の第 3 条 クラブの所在地

域です。こちらには越谷市内のうち「ことぶき橋

から地蔵橋に至る主要地方県道越谷野田線及

びその地点から元荒川上流に至る北部の区域」

とありますが、おそらく親クラブである越谷 RC 

から独立した時からこのままなのではないかと思

われます。ここはシンプルに「越谷市内およびそ

の周辺」にすべきだとご指摘を受けました。 

④ クラブ定款や細則は手続き要覧を元に作成しな

いといけませんが昨年、2019 年版に変更ができ

ておりませんでした。 

以上の 4 点は理事会でどのように訂正するかを考

えて決めたいと思います。 

 

さて、一昨日は敬老の日でしたが日本では団塊の

世代が全員 70代になったことで 70歳以上が大幅に

増えました。100 歳以上は 8 万人だそうです。また、

65歳以上の高齢者が総人口に占める割合が 28.7％

と過去最高で世界で最も高くなったそうです。先月は

会員増強月間だったので本日は市川会員増強維持

委員長より会員増強セミナー報告をしていただきます

が、若い会員や女性会員にターゲットを絞るのはごも

っともですが、今の 60 オーバーの皆さんはとても元

気ですし、これだけ高齢化社会が進めばご年配のメ

ンバーを増やすべきではないかと思っていた矢先に

中村さんがオブザーバーで本日いらしてくださいまし

た。生憎のオンライン例会ですが、ぜひ入会をお願

いしたいと思います。 

朝晩はだいぶ涼しくなり、人にも鶏にも過ごしやす

くなってまいりました。皆様寒暖差には十分ご注意く

ださい。本日もよろしくお願いいたします。 

 

副幹事報告 

 
今井 英治 副幹事 

（地区より） 

・地区大会のスケジュールが届いております。日時は

11 月 15 日（日）川口総合文化センターリリアにて

行われます。 

・九州豪雨災害義援金のご協力のお礼と報告が届い

ております。2770 地区として 250 万円を熊本・福

岡・大分の地区へ送金させていただきました。 

・2021-2022 年度地区役員の推薦のお願いが来て

おります。 

・RYLA研修セミナーの募集案内が来ております。 

・職業奉仕部門講演会（夜話会）の案内が来ておりま

す。10 月 30 日 17 時開演パレスホテル大宮にて

ZOOM によるオンライン同時開催されますので、

担当委員長の出席お願いします。 

・9 月 12 日奉仕プロジェクト部門 3 部門同日開催オ

ンラインセミナーのメーキャップカードが届いており

ます。メールボックスへ入れますのでご確認お願い

致します。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・2019-2020 年度青少年派遣学生帰国報告会の案

内が来ております。  

 

（クラブより） 

・セミナーの案内の確認ですが、9月 26 日米山記念

奨学部門セミナーとなっております。10 月にセミナ

ー報告していただきますので担当委員長はご出席

お願いします 

・9月 30日は休会となっております。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

髙 瑠美子 会員 

 

（誕生日祝い） 

松井 昭夫 会員 

 

 

 

お客様挨拶 

 

オブザーバー 中村 隆雄 様 

 こんにちは。今日の例会もオンラインということでお

邪魔したわけですが、また機会がありましたらオンライ

ンではない方もお邪魔したいと思います。 

 先ほど会長の方からも会員年齢のお話がありました

が、私は高齢者の方に入ります。しかし、まだこれから

ロータリー活動を始めさせていただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会  江口 公晴 委員長 

 10 月 14 日水曜日に千葉カントリークラブ川間コー

スにて親睦ゴルフを開催致します。まだ枠が若干残

っておりますので、ご参加希望の方は私までご連絡く

ださい。よろしくお願い致します。 

 

セミナー報告 

 

 公共イメージ部門 小林 光則 委員長 

 公共イメージ部門セミナーは ZOOM で開催されま

した。 

 

（次第と要点） 

『公共イメージ部門メンバー紹介』 

イメージ動画で楽しく紹介が行われました。 

『ガバナー挨拶』 

・ロータリーの認知度の低さの再認識 

・ロータリーを一言で語れない理由の説明 

ロータリーは多様性を重んじ、クラブごとに活動内

容が異なっている。※良いところでもあるが、ロータ

リーがどのような組織なのかを説明し辛くしている 

・一般の方に対し、ロータリーが何をしているかわかる

ようにしよう。 

・地区の公共イメージだけでなく、クラブの協力が必

要。 

・地域社会での認識を高めるには、特色あるイベント

を毎年行うことが必要。 

『公共イメージについて』 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・役割：ロータリアン以外の人に知ってもらう、良い印

象をもってもらう、できれば入会してもらう。 

・3つのお願い 

（1）日々の活動、プロジェクトを地元のメディアに取り

扱ってもらう。 

（2）10月 24日、ポリオ活動をやっていただきたい。 

（3）デジタル媒体の活動を促進してほしい。 

※ZOOM の使い方等は公共イメージ、運営

の行い方は管理運営。 

※各クラブHP・SNSを強化、更新してほしい 

※地区HPを活用してほしい 

※マイロータリーの活用をしてほしい 

『卓話「戦略計画と公共イメージ向上」』 

事前撮影した動画で行われました。 

（理由）ZOOM 例会での卓話者プログラムとしても使

用できる形にしている。 

 

『質疑応答』 

質問：TV のゴールデンタイムとかにロータリーとして

流して頂けると広げやすいのでどうですか？ 

答え：1 つのやり方だとは思っているが、費用対効果

の問題がある。ロータリーはそれぞれ会員さん

の寄付で成り立っているので PR費用をどこま

で出せるかなどを考えるまでの団体に育って

はいない。YouTube が広まっているので、

YouTubeを推奨している。 

 

『ロータリーの友よりお知らせ』 

・ロータリアンの三大義務の一つ 

・左から開けると「RI関連記事／海外クラブとの交流」 

・右から開けると「皆様からの情報を基にしたロータリ

ークラブの様々な活動」 

・創刊して 67年目、主婦の友からヒントを得て「ロータ

リーの友」が誕生。 

・ロータリーの友の値段 200 円 1975 年から値段が

変わっていない。 

・金額が変わっていなくても内容はたくさんの新しい

扉を開いている。 

・おしゃれになり、内容も読みやすくなっている。 

ぜひ購読して、投稿してください。 

 

『公共イメージ向上委員会よりお知らせ』 

実際の画面を共有しながら以下 2点の説明を行い

ました。 

・YouTubeチャンネルの登録方法 

・FBのいいね！の押し方 

 

『講評』 

参加者：145名 

井原研修リーダー： 

新しい媒体を使った発信（YouTube）が大切になる。

10月 24日 2770地区としての統一行動を起こせるよ

うに協力をしてほしい。 

中里ガバナー： 

公共イメージの重要性を感じていると思うが、どう取

り組んだらいいかがわからない人が多いと思います。

井原 PG の講演を聞いていきなり理解するのは難し

いとは思います。講演は YouTube にもアップされる

ので、何度も見て少しずつ理解して行きましょう。動

画は会員の皆様と一緒に観るのをおすすめします。 

ロータリーの友、ぜひ読んで投稿ください。 

 

 

会員増強維持委員会 市川 洋和 委員長 

セミナーは中里ガバナーからの挨拶から始まり

ました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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『中里ガバナー挨拶』 

ここ数年、毎年 200名以上の入会者がいますが、

残念ながらそれ以上の退会者が出ており、マイナ

ス傾向が続いております。昨年度の退会者の数は、

物故会員を含めて 247名でした。大切な多くの仲

間を失ってしまいました。改めて、会員の増強と

維持は車の両輪の様にどちらも大切であるという

ことが言えます。昨年度はコロナ禍の影響もあり、

入会者が少なかったのだと思いますが、今後のこ

とを考えると、会員の維持は重要なものとなって

いるかと思います。『会員同士、助け合いましょう』

『会員同士、仕事を回しましょう』。日頃から会員

同士が思いやりの心をもって接する事によりロー

タリーの真の親睦というべきフェローシップが生

まれると思っています。 

コロナ禍の状況では特に重要なことだと思って

おります。会員増強は 3 年後、5 年後を見据えて

取り組んで下さい。 

 

『会員増強維持部門 鶴見部門委員長のお話』 

今年度、会員増強維持部門委員会では、責務と

して地区目標 2,700名をめざして、会員増強を図

らなければなりません。2770地区では各クラブの

努力もあって 2,500名強を維持しておりましたが、

今年度初めに 2,422 名に減少してしまいました。

会員を純増するためには退会をなくし、現在の会

員の減少を防がなければなりません。そうすれば

自ずと純増に繋がることとなります。 

クラブを活性化するにはロータリーのルールを

守り、委員会を開催し、新メンバーは委員会の出

席によりロータリーの様々な勉強ができ、ロータ

リーのルールを覚えていきます。当たり前のこと

ですが、このことが活性化につながるでしょう。 

基本のルールを守ることにより、クラブがよくな

り退会防止になるでしょう。 

 

『会員増強維持部門 長澤委員長のお話』 

現在、2770 地区の会員数は、2008 年のリーマ

ンショック以降の 12年間、2500名前後で推移し

ておりますが、入会していないわけではなく、入

会した人数(200 名前後)と同じくらいの退会者

(200 名前後)が出ている為、純増されていないと

いう状況になっています。 

2018~2019年度では、退会者が 260名で、その

退会理由を分析すると、物故会員や高齢でのリタ

イヤ、時代背景により事業がうまくいかなかった

など、 様々でありますが、入会 3 年未満の退会

者が 108 名と 40%を占めております。これは、

ロータリーとの関わりが深まる以前の段階で、ロ

ータリーを離れる事を 決断してしまっていると

いう事ではないでしょうか。ロータリーを知った

上で退会するのであればともかく、真の活動を知

らないままでやめていくのは、誠に残念なことで

す。しかし、この状況を真摯に受け止め、原因を

熟慮し向き合っているクラブもたくさん有ります。 

どうぞ皆様、各クラブの小さい具体的な行動ひ

とつひとつが大きな一歩になることを信じ、会員

全員で機会の扉を開きましょう。 

 

『まとめ』 

最後にまとめますと、まず退会者をなくすため

にはクラブの活性化が必要になります。 

活性化をするためには、まず 1点目はロータリ

ーのルールを守るということです。ロータリアン

の三大義務として、会費の支払、例会への出席、

機関紙の購読などがあります。そして、「ロータリ

ーの目的」・「四つのテスト」・「ロータリアンの行

動規範」を実践していくことだと思います。 

2 点目は、委員会の開催です。委員会を開く事

によりいろんな意見を出していただくことで、 

活性化されると思います。例えば、今まで継続し

てきた事業の見直し。他団体への事業の引継ぎな

https://koshigayakita-rc.jp/
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どをし、新事業を開拓することで活性化すること

が出来ると思います。 

3 点目は同好会への参加です。同好会等、趣味

を通じて会員同士の絆を深めることが出来ると思

います。 

4 点目は女性会員の増強です。女性会員が増え

ますと女性目線からの意見も参考になりますし、

例会も明るい雰囲気になると思います。例会場も

新しくなり、女性会員にとって環境は良くなって

いると思います。勧誘するときには、友達や知り

合いと例会を見に来てくださいという誘い方もい

いと思います。 

コロナ禍の状況でなかなか増強の面では難しい

と思いますが、是非会員皆様のご協力をお願いし

たいと思います。宜しくお願いします 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          22名 

※オンラン例会のため出席数のみ掲載 

https://koshigayakita-rc.jp/

