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次回の予定
第 1686 回 例会

8/9（水）

8/23（水）

慶祝行事
クラブフォーラム（２）

クラブフォーラム（３）
１００万＄

クラブアッセンブリー（３）
Ｉ・Ａ・Ｃ年次大会報告

担当：会員増強委員会

担当：社会奉仕委員会

担当：インターアクト委員会

会長挨拶

会長挨拶

続き

ずは元気なクラブ作りからです。クラブの現状
評価を行う。クラブの強みと問題点を確認する。
会員の積極的な参加を促す。ロータリーへの関
心を持ち続けてもらう。様々な方法で会員の関
心を高める。会員満足度アンケートなど新しい
会員を探す。
多くの場合、入会理由となっているのが「地
域社会への奉仕」と「親睦と友情」です。ロー
タリークラブに入っていなくても同じような機
会を探している人が大勢いるはずです。そのよ
うな人々にロータリーを実際に体験してもらう。
身近なところにも入会予定者がいるはずです。
友人、家族、職場や仕事を通じての知り合い、
今月は会員増強月間です。幸い、この度は、
その他、ソーシャルメディアを活用する、ホー
小泉会員の紹介により新入会予定の前田さんの
ムページを魅力あるものにする。説明会やオリ
インフォメーションが来る８月４日に開かれま
エンテーションを開く。
す。その後、晴れて９月より新入会の運びとな
入会予定者には、ロータリーでの個人的な体
ります。幸先の良いスタートだと感謝しており
験、クラブでの奉仕活動と交流、ロータリーの
ます。今期は純増４名の計画を立てましたが、
国際性などロータリーの概要と魅力をしっかり
ぜひ達成して次年度以降に繋ぎ、記念すべき４
０期には５０名というような具体的な目標にし、 と伝える。新会員へのオリエンテーション、当
クラブではインフォメーションと言っています
会員皆の夢の実現をしてほしいと思います。
が、ここでは、ロータリーの歴史、奉仕部門、
会長になって色々研修を受けることにより、
ロータリー財団などロータリーの根幹にあたる
多くを聞いたり、見たり致します。新しい会員
部門を十分に理解していただけるよう自情報提
を迎えるためには、クラブが元気でなければな
供し、ロータリーの理解を深めてもらう。
りません。今までも多くの方に入会をしてもら
このような方策を取りながら会員増強に全会
っているが、３年の内に退会される方が多い。
員が携わっていただきたい。今月のロータリー
「入会して良かった」と思われるクラブにする
の友に大宮西ロータリークラブの会員増強の成
ためには会員のニーズをしっかりと把握し、そ
功例が載っていました。読んでいると何となく
の期待に応える。地域に貢献しているという実
我がクラブもできそうに感じました。是非、皆
感、仲間と友情を育むことができるクラブ、先
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委員会・同好会報告事項

続き

・社会奉仕委員会 小森 保敏
８月２３日（水）若松学園夏季キャンプ
８月６日（日）長良川清掃 午前６時３０分
場所 岐阜グランドホテル前駐車場

さんご一読ください。

出席報告
会員数：30名
出席数：25/30名
出席率：83.33%
欠席者：5名（出席免除3名

クラブフォーラム（２）（敬称略）
93.33%）

【会員増強委員会

谷田

育子】

■地区協議会に参加の前田会員の報告を参考に
発表させていただきます。

慶祝行事（敬称略）
１．会員誕生日のお祝い
８月１４日
川崎
８月２４日
国井

続き

賢二
省二

会員
会員

２．ご夫人誕生日のお祝い
８月 ３日
波多野 和泉

様

３．結婚記念日のお祝い
８月 ８日
前田 吉彦
８月１５日
川崎 賢二

会員
会員

ニコニコＢＯＸ（敬称略）
小島 正三：今日も元気に出席できました。
岡田一二三：ゴルフ同好会取り切り戦良かった
です。
川崎 賢二：誕生日を祝っていただきありがと
うございました。
榊原 典夫：ＩＭご苦労様でした。
森本 時夫：暑くて死にそうです。
長野 鉄司：今日も元気で。
安藤 武司：本年度岐阜県旅行業協会の副会長
に任命を受けました。

委員会・同好会報告事項（敬称略）
・インターアクト委員会 波多野 光裕
８月６日（日）は、長良川清掃に城北高校の
生徒２０名程が岐阜北ＲＣと参加します。
８月２３日（水）は、城北高校インターアク
トと合同例会があります。同時にペットボト
ルキャップを渡しますので多くのキャップを
出して下さい。
・プログラム委員会 小泉 宣昭
早朝例会 平成２９年９月２０日（水）
午前６時１５分集合
場所 岐阜市瑞龍寺（岐阜市寺町１９番地）
ＴＥＬ ０５８－２４６－２５９７

・地区協議会 ４月１６日
・５１２０名から４０％減
・２０年程ぶりに増加が２年続いた（但し数名）
・日本 平均 ３９名
・会員増強 本日からスタートして、田山ＤＧ
７月スタートの準備をする。
・男女のバランスを改善し、平均年齢を下げよ
う。
・クラブの健康チェックをしよう。
・明るく楽しいクラブは発展する。
・奉仕プロジェクトに参加してもらう。
・明るく楽しい奉仕でなくては。
１．純増３％
２．会員の若返り
入会して良かったと思える。
３．女性会員５％以上
ＲＩ２２％ Ｄ２６３０ ５％
１０％まで増やそう。
女性会員と呼ばれない時代に。
参考迄に
【岐阜南の事例】
・限定期間入会金０円
・実働増強会員 １０人程（やるかやらないか）
・新しく入会した人の知人を会員増強する。
・増強委員長３期目。
・女性２名同時入会。
【四日市西の事例】
・会が明るく楽しい。
・２年程声を掛ける。
・同好会が多い（ワイン、スキューバー、日本
文化、etc）
・５０代半分、３０～４０代半分（増加内訳）
・情報交換会

http://gifukita-rc.com/
http://gifukita-rc.com/
http://gifukita-rc.com/
会報・広報 ４月担当 川崎 賢二

WEEKLY REPORT
クラブフォーラム（２）

長良川清掃

続き

■会員増強委員会クラブフォーラム
平成２９年８月２日 岐阜北ロータリークラブ
会員増強委員会 谷田 育子
去る７月１２日会員増強委員会を開催し、
委員長 谷田、副委員長 原尾、委員・岡田
忍・臼井 毅子・小森 保敏 全員で今後の会
員増強の有り方について検討し、下記の通りの
意見を集約しました。
◎入会する人に対する勧誘の大切なポイント
１．自身の新しいフィールドで友達を作ろう。
ロータリーの魅力で入会してもらう。入れ
たけど来んではいけない。
２．入会予定者に対する礼儀。
・入会予定者を招いての例会の時、すべて
の会員が接待する気持ちで例会に参加し
てほしい。
・仲間達だけでテーブルに付き、何もせず
に食べて帰る人が多すぎる。
・紹介者が愕然として、こんなものなら連
れて来ん方が良かった。と思うことが多
くあった。
・紹介者の労をねぎらう気持ちが感じられ
ない。

８月６日(日)長良川清掃
岐阜城北高校と合同活動写真

次回例会のご案内
第１６８６回 例会 ８月２３日（水）
クラブアッセンブリー（３）
Ｉ・Ａ・Ｃ年次大会報告
担当者：インターアクト委員会
会報・広報

８月担当

長野

鉄司

３．これは、皆でやるべきことで、事前に接待
が出来そうな人を選んでおく。
４．紹介した人、入会予定で来た人を中心に、
もっと歓迎の気持ちで場を盛り上げ相手に
熱い気持ちを伝える。
５．入会してくれた人に対する礼儀も不可欠、
新入会員は何もわからない。入会して３年
以内はちょっとした言葉の使い方で傷付き
辞めたくなる。これも全員で気持ち良くフ
ォローする心を忘れない。
６．会長がその気でやらんと出来ん。
７．中長期５年～１０年の長期計画を立ててや
らんとあかん。
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