
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

ｸﾗﾌﾞ奉仕グループ・戦略専門委員会について 

2800 地区 2014～2015 年 戦略専門委員会 
              委員長 浅井 多一 
1） 【現状の認識】 
日本国内において、年々会員の減少傾向にありま

す。 2800 地区でも同じ傾向で、ここ数年横ばい、

または微増で推移してまいりました。以前 2400 名 

 を擁した時期もありましたが、現在は、1600 名で増

加傾向はみられません。 

  我が委員会の役目は、2800 地区の会員を増やす活

動をすることです。会員を純増してクラブが良好な

運営を出来る様にする事だと考えます。そのために

は、二つの小委員会がスクラムを組み増強しやすい

環境を整えていくことです。 

【ロータリーの永遠の課題は会員増強と維持である】

 国際ロータリーは、2015 年 6 月まで 130 万人にする

計画です。日本は 8万 7千人を 10 万人達成の計画で

進んでおります。地区としてはガバナーが策定した

地区目標を、ガバナー補佐、クラブ会長、会員皆の

総力で目標達成を図る展開が必要となります。 
2） 【会員増強の活動目標と重点項目】 
1、 純増目標の設定 
・各クラブの短期、長期的計画を設定する。 

・会長・幹事による各一名の増員⇒各クラブ 

目標 2名 地区⇒50 名 

2、 新しい仲間の増強 
・女性会員の増強…日本 5.1％ 世界 17.8％ 

 の 1/3 地区女性会員目標⇒10 名 

3、 会員維持の努力 
・コミニュケーションの充実…声掛け合い仲間 

 意識を高めよう。 

・クラブの指導的な役割へ登用…地区委員へ  

 の推挙 

4、 元会員へのアクション 
・過去五年間の退会者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ…アプローチ 

・やめてわかるロータリーの友情と人間関係の 

 ありがたさ 

・再入会の入会金免除…2013 年規定審議会の 

 決議（13-8 第 18 条） 

3） 【広報の活動重点項目】 

  1、公共イメージのアップ 

     ・各ｸﾗﾌﾞ&ﾌﾞﾛｯｸでの、[ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｲ]取組への促進 

     ・TV での 15 秒ｽﾎﾟｯﾄ放映の企画・立案 

  2、ｸﾗﾌﾞ活動の充実      

  ・各ｸﾗﾌﾞの会報ｺﾝﾃｽﾄ実施 外部団体等への会報 

   配布 

・新しいｸﾗﾌﾞの在り方の検討…会費、例会開催 

      日、E クラブ等 

  戦略専門委員会として以上の活動から、各クラブ2名以

上、 2800 地区 50 人以上の純増の成果が生まれること

を目指して活動をしています。ロータリーは、ﾛｰﾀﾘｱﾝに

なったその日から、１人１人に会員増強の任務が発生して

いることを、再確認して頂きたいのです。 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

１． 天童商工会議所より、天童夏祭りの案内と交通 

規制の案内。  パレード出場者大募集～ 

8 月 8日(金)PM6：30 ｽﾀｰﾄ  第一回練習会～ 

7 月 25 日 PM7:00 天童商工会議所にて 

２． 村山美術会より、御礼の手紙が届いてます。 

３． ﾊﾟｲｵﾆｱﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞｽ～感謝の集い開催の案内状が届いており

ます。 日時～8月 3日(金) 会場～天童ﾎﾃﾙ 2F ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ H

     会費～1,000 円   出欠は 7 月 25 日まで 

４． 国際交流協会より、姉妹都市マロステカ市からの来童について 

FAX が来ております。 

５． 例回終了後、理事・役員会を 1階ロビーにて開催します。 

 

会長挨拶  村山光男 会長 
皆さん、こんにちは。先日の７月 16 日に 

我々のメンバーである分銅昭夫さんの 

母親であります「分銅なか」さんが享年 

97 才にして亡くなりまして、常安寺に於 

いてしめやかに葬儀が行われました。 

衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

時を同じくして、16 日の早朝６時には移動例会日にあたり天童

高原のロータリーの森環境整備で、ブナ林の下刈りに 28 名ほど

の出席を頂き早朝から大汗を掻きました。その後、ＮＰＯ天童高

原の緑三郎さんが調理した朝食カレーライスに皆さんが舌鼓を

打ち、久々に高原の爽やかな気分を味わうことが出来ました。出

席された会員メンバーの皆様、大変お疲れ様でした。 

 さて、本題に入ります。本日のビジターは地区戦略専門委員会

会員増強小委員会委員長荒井文男（天童ＲＣ）さんです。また、

ゲストとして第 2800 地区クラブ奉仕グループ戦略専門委員会委

員長の「浅井多一」さんをお迎えして卓話を頂きます。浅井さん

は昨年度の新関ガバナー年度には酒田の第一ブロック・ガバナ

ー補佐として大活躍された方であります。本年度は会員増強の

戦略専門委員長をお引き受けされて、その手腕が期待されてい

るところでございます。いかにして会員増強、拡大が図られるか、

戦略、戦術はどうあるべきか、興味あるお話を聞けるものと存じま

す。来年の 8月はロータリーの会員増強及び拡大月間期でありま

す。増強に力を貸して下さい。昨年度は皆様方のご協力により永

山さんを筆頭に 4名の会員拡大を成し遂げることが出来ました。

引き続き今年度も会長、幹事、エレクト、副会長が各 1名の増員

で 4名の拡大を確実に達成し 55 名体制に持って行く考えでおり

ますので皆様方の更なる情報提供と揺るぎないご協力をお願い

致します。 

 最後になりますが、もうお2人。イタリアからのお客様をご紹介致

します。天童市の姉妹都市であるマロスティカから来ました

CALLEGARO CHIARA「カレガッロ キアラ」と CAROLLO 

JESSICA「カロッロ ジェッシカ」です。我がクラブ 30 周年記念事

業のひとつであります国際奉仕活動の一環で「青少年親善ミッシ

ョンホームステイ招聘」でお呼びしたものであります。お２人共、ベ

ネチアの大学 2年生であります。日本が好きで生の日本語を勉

強するためにやって来ました。先日の７月 20 日に成田に到着しま

して８月 20 日までの 1 ヶ月間滞在しますので会員皆様のご協力

をお願い致します。例会終了後、天童市長を表敬訪問致します。 

通算例会 1393回  

本年：04回 

例会日：2014年 7月 23日

例会場：天童ﾎﾃﾙ 

クラブ会報委員長 武山 茂

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653番 
認証加盟日 1985年 4月 11日 第 2800地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
例会日 毎週水曜 12時 30分~13時 30分 会場：天童ﾎﾃﾙ 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に



 

 

                                                        志田泰久ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

                                                        より、浅井委員長の紹介が 

                                                        ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告   今田治雄 委員長 

本日会員５0 名（48 名）・出席者 36 名・出席率 75.00％ 

※前々回出席率を 83.33％⇒85.41％に修正致します。 

１． 委員会報告 
30 周年･国際部会長 野川晶弘部会長 

○ 30 周年記念事業の一つとして、イタリアのマロスティカ女子大 

学生の留学生を迎えております。カレガッロ キアラさん、 

カロッロ ジェッシカさんです。8 月 20 日まで滞在しますので 

ホームステイを短期間出来る方を探しております。 

 

スマイル  （平成２６年７月２３日例会） 紹介：村山征彦・親睦ｽﾏｲﾙ委員長 
 

来訪   浅井多一   今日はお招き頂きましてありがとうございます。 

この体験が私の血と肉と汗となることでしょう。 

     荒井文男   久しぶりに親分と共に訪問させていただきました。 

歓迎   村山光男   酒田よりありがとう。浅井多一戦略専門委員長を 

歓迎します。 

     志田泰久   戦略専門委員会 浅井多一委員長と会員増強委員 荒井文男委員長を歓迎し

ます。 

     新関弥一郎  浅井委員長の活躍を祈念して。 

     村山征彦   浅井委員長、荒井小委員長、お役目ご苦労さんです。 

     緑 三郎 ② 浅井委員長ご苦労様です。 

            東住宅施工の物置小屋が完成しました。 

     武山 茂   浅井委員長ようこそいらっしゃいました。浅井さんの元気な声を聞くと私も元

気になります。 

     米野幸治   浅井委員長遠いところ、そして、忙しいところ卓話ありがとうございます。 

            キアラ、ジェシカ Welcome to 天童。 

     古瀬正勝   マロスティカ市より東ロータリークラブへのホームステー、キアラさん、ジェ

シカさん１カ月間楽しんでいって下さい！！ 

ゴルフ  高橋繁夫   先日は当クラブの仲間と苦しくも和気会いあいの楽しいゴルフが出来ました。

夜食のビールは最高でした。 

お詫び  矢萩武昭 ② 日頃のお詫びです。 

記念日  後藤重雄   企業創立記念日 （２回目） 
 

村山年度の天童東ロータリークラブ 30 周年記念事業 

青少年親善ミッションホームステイとして「カレガッロ キアラ」 

さん、「カロッロ ジェッシカ」さんが来童し、我がクラブの例会に

参加しました。お二人から日本語でのスピーチを頂きました。 


