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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

３４（１１）

７月２５日（火）

８月　１日（火）

８月２２日（火）

８月 ２９日（火）

９月   ５日（火）

９月 １２日（火）

９月１７・１８日（日・月）

第１回クラブ協議会「新年度方針」

第1回クラブフォーラム　「会員増強委員会」

第2回クラブフォーラム　「公共イメージ委員会」

地区大会

本田、石高

石高、戸張、田辺、片山

2

4

93.75

87.1

30

27

２６０１

２６０２

２６０３

１２：３０

１２：３０

１２：３０

武田　茂　会長

第25９９回　2017年８月１日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　聰　会員

斉　　唱／「君が代」「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／ＲＩ第２７８０地区　
　　　　　　　　　会員増強・会員維持委員会委員
　　　　　　　　　　　　　村松マユミ様（厚木県央ＲＣ）

　　　　　　　　　米山奨学生　グエン　タン　タム君

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

◆9/18（月）祝日は地区大会で

す。場所は、相模女子大学グリ

ーンホール・小田急ホテルセン

チュリー相模大野。出欠表を回

覧しますので、今日の例会中に

チェックをお願いします。プログラ

ムも回覧しておりますのでご確

認下さい。

◆８月ロータリーレート111円 

◆８日、１５日は休会です。２２日は夜間例会となります。

【ポスティング】   

・次第  

・週報

・8月プログラム

・2016-17年度会計報告 

・卓話者資料

・ガバナー月信

・第２回定例理事会議事録 

【回覧】

・THE ROTARIAN 

・第14回ロータリー韓日親善会議2017について 

会員皆様の誕生日のお祝い

の品を説明させていただきます。

南花巻ロータリークラブの皆

様にお世話になり　銘酒をお世

話いただきました。

予算にも限りがありますが良い

お酒を選んでいただきました。そ

のお酒に皆様の似顔絵をプリン

トしてお届けすることにしました。メンバーの皆様には良い誕

生日をお迎えください。

森川　良三　幹事

お誕生祝い　石高君

皆出席・在籍年数祝いの皆さま

お誕生祝い 片山君

ご夫人お誕生祝い
伊藤君

ご夫人お誕生祝い
武田君

　　皆様、こんにちは。今日は卓話にお招きいただき有難うございま

す。地区会員増強・会員維持委員の村松と申します。昨年度もお

伺いさせて頂きましたが、今年度も会員増強委員として大和クラブ

さんに伺うようにとの委員会の勅命で、これは勉強不足の私に大和

クラブさんで改めて、ご指導をお受けするようにとの事と思いまし

て、恐る恐るお伺いいたしました。どうぞ、寛容の精神で、不勉強の

ところはお見逃しいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

　　では、本題に入らせて頂きます。６月５日には、アイクロス湘南で

開催しました、地区会員増強・会員維持セミナーに出席いただき

有難うございました。今日はセミナーのアンケート結果を資料に、お

話しさせて頂きます。

　　では、会員増強・会員維持に向けた卓話資料をご覧ください。そ

の日にお願いしましたアンケートの結果の集計表ですが、まず、会

員増強を阻害する原因から、考えます。どういう理由があるか、どう

いう原因があるかという事ですね。グラフの赤枠内を見て下さい。

Q1、は「新会員を勧誘するクラブの魅力、特長が不明瞭」と言うと

ころが圧倒的に多くなっています。

Q2.では、「会員の高齢化」です

　　次は「これに対して解決の議論は行われているか」と言うと、「ほ

とんど行われていない。」と言う数字が続いています。１ページ目は

集計結果の数字で、これを2ページ目はグラフで表示してあります。

　　では２ページ目を見て下さい。　会員増強がどうして順調にはか

どらないかと言いますと、右下、オレンジ色の「新会員を勧誘するク

ラブの魅力や、特徴が不明瞭」と言うところが　圧倒的に多くて、

４３％でした。次はその上の、「会員増強の手法が分からない」、左

の、濃い青の「会員増強を推進する風土、雰囲気が希薄」と言うと

ころが同じく１８％で並んでいます。　　　

　　次は３ページを見てください。ここでは「会員の高齢化が阻害要

因」と回答された方が圧倒的に多くて、４０％です。

　　次は、「ロータリーへの理解不足」、右下の「クラブ活動への理

解不足」と続いています。

　　次の４ページを見てください。左のグラフで、「クラブの魅力や特

徴が不明瞭」というところは「会員の高齢化」に加えて「ロータリー

や、クラブの活動への理解不足」と続いています。圧倒的にここが多

いですね。

　　次は５ページをご覧ください。会員増強の阻害要因を、会社の事

業としてに置き換えています。左は会員増強の場合ですが、まず、

「会員増強の手法が分からない」という事を右の会社の事業に置き

換えると「新規顧客の発掘とクロージング、新規客が良し、買うぞと

決心する、そこまで持って行く方法が分からない」ということになる

でしょうか。

会員増強について

　　次は「新会員を勧誘する、

クラブの魅力・特長がはっき

りしない。」これは会社の場合に置き換えると、『自社商品を購

入、利用しても、顧客から見て受けられる価値が分からない。」

となるでしょう。

　　次は要因は、「新会員の入会基準が厳しい」という事は、会

社事業に置き換えますと「取引基準が厳しい」となります。

　　次の「会員増強活動のリーダーがいない。旗振り役がいな

い。」という事は　「営業部長のリーダーシップが弱い。」そして、

「会員増強活動の風土、雰囲気が希薄」とか、「現在の会員数

に満足している」という事は、　事業では「現状の売り上げや取

引数にに不安を感じていない」という事になって、そのままの状

況が放置されたとすると、事業の衰退、撤退、倒産ということに

なります。この成り行きを見ると、到底見過ごすことは出来ませ

んね。例えが厳しいですがこの位の危機感を持って頂きたいと

いう事です。

　　次は６ページを見て下さい。では、何から着手し、どのように

進めることがいいでしょうか。左のように会員増強の阻害要因

は数多くありますがクラブを見つめ直し、クラブの魅力を再発見

することから、着手し、、

　　７ページを見て下さい。「クラブに合った手法を発掘、興味を

喚起し、誘導に導く仕組み」などが列挙されています。７ページ

から、８ページは手法の例とか方法が書いてあります。後ほど、

じっくり、見て頂き、皆さんに最適の手法を再発見して頂けれ

ばと思います。

　　余談ですが、昨年の１１月東京で開催されたロータリー財

団１００周年記念シンポジウムに参加されましたか？　国連で活

躍されている緒方貞子さんの講演があるとの事で私たちは数

人で参加しました。続けてロータリー学友で若い女性のお話も

あり、緒方さんと同じように国連や紛争地域で活躍されてい

る。大変、勇気と行動力のあるお話で、感動的でした。私自身

が活動の現場に参加することは出来ませんが一会員という事

で、こうして世界で活躍している人をピラミッドの下で支えてい

る、ともいえるでしょうか。立派な活動にも参加し、日本の、世界

中の、初めての方にも対等にお会い頂ける。私はロータリーに

入っていて、本当に良かったと思っています。

　　大和クラブさんは、常に活発に活動されていらっしゃいます。

その上に卓話まで聞いていただき、会員増強にも積極的に取

り組まれると言うのは、他クラブのリーダーとしてのお手本で

すね、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はど

うも有り難うございました。

本日 ￥２０,０００  累計 ￥１２２,０００

◆厚木県央ＲＣ村松マユミ様／今日は会員増強・会員維

持委員として、お伺いいたしました。どうぞよろしくお願いいた

します。

◆武田茂会長／早く秋がこないかな～。

◆森川良三幹事／別に笑えることは何もありませんが、幹事

やってますので。

◆佐々木和夫会員／本日は村松様ようこそいらっしゃいまし

た。

◆伊藤健司会員／今日から８月ですね。まさに夏本番です。

ジャイアンツも勝負の夏です。皆様の応援お願いします。

◆小金澤和夫会員／毎日暑い日が続いてます。皆さま体調

に気を付けて、この夏を乗り越えましょう。

◆増正之会員／１）村松マユミ様、会員増強・会員維持の

卓話よろしくお願いいたします。

◆伊藤彦二会員／お誕生日のお酒あ

りがとうございます。２週間後の例会が

夜間例会です。親睦ロータリー家族委

員会が今年度行う２回目のイベントで

す。多くの会員家族の参加をお待ちし

ています。

◆本田誠一会員／暑中見舞い申し上

げます。７月１７日台北で息子のヘアー

ショーがありました。台北七星のメン

バーにアテンダントやショーまで応援にきて頂きました。ロー

タリーの絆は強く、心から感謝します。家内に誕生日祝いをあ

りがとうございます。

委員会報告

◆社会奉仕委員会／

赤澤多加志委員長

北九州水害義援金、３５０００円あつま

り、ガバナー事務所に送りました。ご協

力ありがとうございました。

◆前幹事／伊藤健司会員

台北七星ＲＣ３０周年記念ＤＶＤ配布の

件（訪台した方のみ）

◆公共イメージ・雑誌委員会／

松川健治委員長

ロータリーの友の記事の紹介

司会　長谷川ＳＡＡ

台北七星ＲＣ３０周年写真集

前期監査報告
中戸川監査委員・籾山監査委員

会計報告
伊藤直前幹事

お祝の報告
三浦親睦委員

宮東会長年度最終の点鐘
嬉しそう

松山さん
本年度もお疲れ様

あなた! 
大丈夫？

受講票を
頂きました

◆カラオケ同好会／長谷川衛会長

第１回カラオケ会、８月２８日（月）

◆親睦・ロータリー家族委員会／

伊藤彦二委員

１）第２６００回記念例会を「清風」にて行

います。

日時８月２２日（火）１８：００～

２）本日例会後この会場にて委員会を

行います。

２０１７～１８年度理事役員の面々

宮東直前会長による
乾杯のご発声

お祝の報告
三浦親睦委員

グエン・タン・タム君挨拶

奨学金授与

会員誕生祝い品
紹介

会員お誕生祝い戸張君

ご夫人の方々
ようこそ

古川会長エレクトによる
中締め

武田会長挨拶

伊藤直前幹事に感謝

宮東直前会長に
年度テーマフラッグ贈呈

お祝いの報告
相原委員

ご夫人お誕生祝い
本田誠一君

ご夫人お誕生祝い
吉岡善一君 会員お誕生祝い

伊藤彦二君

相原ソングリーダー

野郎会 PHOTO

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

卓話

座間ＲＣ　矢部幹事

大和中ＲＣ　小栁会長

大和中ＲＣ　北砂幹事

大和田園ＲＣ　栗城会長

大和田園ＲＣ　古木幹事

ＲＩ第２７８０　会員増強・会員維持委員会　委員
村松マユミ様（厚木県央ＲＣ）　

出席報告　小金澤委員長
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因」と回答された方が圧倒的に多くて、４０％です。

　　次は、「ロータリーへの理解不足」、右下の「クラブ活動への理

解不足」と続いています。

　　次の４ページを見てください。左のグラフで、「クラブの魅力や特

徴が不明瞭」というところは「会員の高齢化」に加えて「ロータリー

や、クラブの活動への理解不足」と続いています。圧倒的にここが多

いですね。

　　次は５ページをご覧ください。会員増強の阻害要因を、会社の事

業としてに置き換えています。左は会員増強の場合ですが、まず、

「会員増強の手法が分からない」という事を右の会社の事業に置き

換えると「新規顧客の発掘とクロージング、新規客が良し、買うぞと

決心する、そこまで持って行く方法が分からない」ということになる

でしょうか。

会員増強について

　　次は「新会員を勧誘する、

クラブの魅力・特長がはっき

りしない。」これは会社の場合に置き換えると、『自社商品を購

入、利用しても、顧客から見て受けられる価値が分からない。」

となるでしょう。

　　次は要因は、「新会員の入会基準が厳しい」という事は、会

社事業に置き換えますと「取引基準が厳しい」となります。

　　次の「会員増強活動のリーダーがいない。旗振り役がいな

い。」という事は　「営業部長のリーダーシップが弱い。」そして、

「会員増強活動の風土、雰囲気が希薄」とか、「現在の会員数

に満足している」という事は、　事業では「現状の売り上げや取

引数にに不安を感じていない」という事になって、そのままの状

況が放置されたとすると、事業の衰退、撤退、倒産ということに

なります。この成り行きを見ると、到底見過ごすことは出来ませ

んね。例えが厳しいですがこの位の危機感を持って頂きたいと

いう事です。

　　次は６ページを見て下さい。では、何から着手し、どのように

進めることがいいでしょうか。左のように会員増強の阻害要因

は数多くありますがクラブを見つめ直し、クラブの魅力を再発見

することから、着手し、、

　　７ページを見て下さい。「クラブに合った手法を発掘、興味を

喚起し、誘導に導く仕組み」などが列挙されています。７ページ

から、８ページは手法の例とか方法が書いてあります。後ほど、

じっくり、見て頂き、皆さんに最適の手法を再発見して頂けれ

ばと思います。

　　余談ですが、昨年の１１月東京で開催されたロータリー財

団１００周年記念シンポジウムに参加されましたか？　国連で活

躍されている緒方貞子さんの講演があるとの事で私たちは数

人で参加しました。続けてロータリー学友で若い女性のお話も

あり、緒方さんと同じように国連や紛争地域で活躍されてい

る。大変、勇気と行動力のあるお話で、感動的でした。私自身

が活動の現場に参加することは出来ませんが一会員という事

で、こうして世界で活躍している人をピラミッドの下で支えてい

る、ともいえるでしょうか。立派な活動にも参加し、日本の、世界

中の、初めての方にも対等にお会い頂ける。私はロータリーに

入っていて、本当に良かったと思っています。

　　大和クラブさんは、常に活発に活動されていらっしゃいます。

その上に卓話まで聞いていただき、会員増強にも積極的に取

り組まれると言うのは、他クラブのリーダーとしてのお手本で

すね、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はど

うも有り難うございました。

本日 ￥２０,０００  累計 ￥１２２,０００

◆厚木県央ＲＣ村松マユミ様／今日は会員増強・会員維

持委員として、お伺いいたしました。どうぞよろしくお願いいた

します。

◆武田茂会長／早く秋がこないかな～。

◆森川良三幹事／別に笑えることは何もありませんが、幹事

やってますので。

◆佐々木和夫会員／本日は村松様ようこそいらっしゃいまし

た。

◆伊藤健司会員／今日から８月ですね。まさに夏本番です。

ジャイアンツも勝負の夏です。皆様の応援お願いします。

◆小金澤和夫会員／毎日暑い日が続いてます。皆さま体調

に気を付けて、この夏を乗り越えましょう。

◆増正之会員／１）村松マユミ様、会員増強・会員維持の

卓話よろしくお願いいたします。

◆伊藤彦二会員／お誕生日のお酒あ

りがとうございます。２週間後の例会が

夜間例会です。親睦ロータリー家族委

員会が今年度行う２回目のイベントで

す。多くの会員家族の参加をお待ちし

ています。

◆本田誠一会員／暑中見舞い申し上

げます。７月１７日台北で息子のヘアー

ショーがありました。台北七星のメン

バーにアテンダントやショーまで応援にきて頂きました。ロー

タリーの絆は強く、心から感謝します。家内に誕生日祝いをあ

りがとうございます。

委員会報告

◆社会奉仕委員会／

赤澤多加志委員長

北九州水害義援金、３５０００円あつま

り、ガバナー事務所に送りました。ご協

力ありがとうございました。

◆前幹事／伊藤健司会員

台北七星ＲＣ３０周年記念ＤＶＤ配布の

件（訪台した方のみ）

◆公共イメージ・雑誌委員会／

松川健治委員長

ロータリーの友の記事の紹介

司会　長谷川ＳＡＡ

台北七星ＲＣ３０周年写真集

前期監査報告
中戸川監査委員・籾山監査委員

会計報告
伊藤直前幹事

お祝の報告
三浦親睦委員

宮東会長年度最終の点鐘
嬉しそう

松山さん
本年度もお疲れ様

あなた! 
大丈夫？

受講票を
頂きました

◆カラオケ同好会／長谷川衛会長

第１回カラオケ会、８月２８日（月）

◆親睦・ロータリー家族委員会／

伊藤彦二委員

１）第２６００回記念例会を「清風」にて行

います。

日時８月２２日（火）１８：００～

２）本日例会後この会場にて委員会を

行います。

２０１７～１８年度理事役員の面々

宮東直前会長による
乾杯のご発声

お祝の報告
三浦親睦委員

グエン・タン・タム君挨拶

奨学金授与

会員誕生祝い品
紹介

会員お誕生祝い戸張君

ご夫人の方々
ようこそ

古川会長エレクトによる
中締め

武田会長挨拶

伊藤直前幹事に感謝

宮東直前会長に
年度テーマフラッグ贈呈

お祝いの報告
相原委員

ご夫人お誕生祝い
本田誠一君

ご夫人お誕生祝い
吉岡善一君 会員お誕生祝い

伊藤彦二君

相原ソングリーダー

野郎会 PHOTO

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

卓話

座間ＲＣ　矢部幹事

大和中ＲＣ　小栁会長

大和中ＲＣ　北砂幹事

大和田園ＲＣ　栗城会長

大和田園ＲＣ　古木幹事

ＲＩ第２７８０　会員増強・会員維持委員会　委員
村松マユミ様（厚木県央ＲＣ）　

出席報告　小金澤委員長


