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＜2015～2016年度ＲＩ＞  会  長：Ｋ．Ｒ ラビンドラン 

＜第 2700地区＞           ガ バ ナ ー：本田 正寛 

＜苅田ロータリークラブ＞ 会 長：杉坂 正徳 

副 会 長：國永 修一 

   幹  事：屏  正隆 

Ｓ Ａ Ａ：原  公克 

会報委員長：青木 政憲 

＜2700地区テーマ＞ 

『考えようロータリーの多様性と 

クラブの主体性を』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『奉仕の喜び・人は人のために』 

 

 

例会予定 

 

9月 3日 （木) 国際奉仕委員会卓話 

9月 10日 （木） 広報ＩＴ委員会 

9月 17日 （木） 会報雑誌委員会 

9月 24日 （木） 観月会夜間例会 

10月 1日 （木） ロータリー情報 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

    地区拡大・会員増強 副委員長  鈴木公利 

 

■地区・第１G・行事予定   

 8月 27日（木） 第一グループ会長幹事会 19:00～ 

 8月 29日（土） 地区ロータリー情報委員会 

9 月 4日（金） 日韓親善会議 2015 

■ＩＡＣ  

9 月 10日（木） IAC例会  16：30～  

■第一グループゴルフ大会 

９月１３日（日曜日） 勝山御所カントリークラブ    

集合：９時５０分  スタート：１０時２４分 

 

＜第１８７３例会＞ 

    クラブ協議会 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


第 1872回 例会記録 ＜2015 年 8 月 20日＞ 

幹事報告    屏 正隆 

本日 20 日、8 月度理事会を

壁屋事務所にて開催を致しま

す。 

委員会報告   

インターアクト委員長  高橋 功吉 

8 月 22 日土曜日、サンリブ・エル苅田に於いて、ＩＡ

Ｃが『24 時間テレビ愛は地球を救う』の募金活動を行

いますので、参加・御協力宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.8.22  サンリブ・エル苅田 

出席委員会 委員長  前田 頴子 

8 月 20 日 会員数 36 名  出席者 30 名   

修正出席率 86％ 

 ﾒｲｸｱｯﾌ  ゚

8 月 22 日 ＩＡＣ ２４ＴＶ募金活動 

壁屋Ｒ・松田Ｒ・梶原Ｒ・高城（雅）・高橋Ｒ 

地区拡大・会員増強副委員長  鈴木 公利 

本日は、2700 地区の会員増強の現状と課題と題し

て話させて頂きますが、まずは現状の会員数につい

てお話しします。ロータリーの友 8 月号がお手元にあ

るとおもいますが、その 10 ページをご参照ください。 

日本の会員数は 1997－98 年度の 130 千人をピー

クに毎年数千人単位で減り続けておりましたが、田中

作治RI会長の 2012－13年度より、減少もおさまり、15

年度 5 月末の会員数、89,669 名 (期首から 2,757 名

のプラス)、 女性会員 5,170名(491名のプラスで女性

会員比率は 5.77%)と、増加傾向にあると言えます。 

次に 2700 地区の現状ですが、1996 年に 3,945 名

の会員を有して以降、全国と同様減少に転じ、前年

比でマイナスを続けておりましたが、2012 年以降わず

かですが増加に転じて、2 年連続でプラスになってお

ります。このプラス要因は、二つのイブニングクラブの

新設による拡大が大きく寄与していました。 

そして今年度ですが、お手元の月信 8月号の、6月

末の会員数は、3,112 名(期首からのマイナス 9)、女性

会員 138 名(プラス 11 女性会員比率 4.43%) と、6 月

末では期首を下回りました。出席率は 34 地区中 4 番

目に高い 88%となっており、各クラブとも魅力ある例会、

メイクアップの励行に努力されている成果だと思いま

す。 

こうした会員増強の活動をする上で、障害となる

様々な問題をクラブは抱えていると思います。次にそ

うした会員増強における問題点と今後の課題につい

て話させていただきます。 

  ポール・ハリスも「ロータリーがしかるべき運命を切り

開くには、私たちは常に進化し、時に革命的にならな

ければなりません」と言われていています。この言葉を

念頭に置きながら、会員増強の問題点について考え

てみますと勧誘する、クラブ会員の問題として 

 ・会員数もそこそこいて、現状を維持する退会防止

の策を打てばいい 



 ・諦観の境地というか、いろいろやってみたけれど現

状を如何ともしがたい悟りきったあきらめ 

 ・女性や若い世代への勧誘する戸惑い、彼らにどう

説明したらいいのか分からない 

 ・候補者自身に断われたケースとか、推薦したけれ

どクラブに認められたなった 

 こういった問題や理由があげられます。 

 次に 入会候補者、誘われている側の問題点をまと

めると。このような入会候補者自身に余裕がないとか、

ロータリーのことがよくわからない、入会する魅力を感

じない等の問題があると思います。 

 こうした、誘う側、誘われる側の、両者の問題を解決

する、会員増強の試として、多様性に富んだクラブの

設立があげられています。例えば、 

・新世代クラブ 

・ロータリーE クラブ 

・既存クラブと異なる例会時間帯のクラブ 

・会費が会員によって異なるクラブ 

・ロータリー衛星クラブ 

 九州にも昨年初めての Eクラブが 2730地区(鹿児島

宮崎)に設立されています。2730 ジャパンカレント ロ

ータリーＥクラブと命名されて、ジャパンカレント、日本

海流、黒潮ということで、南の国から黒潮のように北上

交流の輪を広げようというコンセプトで創設されました。

当地区の E クラブ設立に当たり、このジャパンカレント

を参考に準備を進めています。 

会員基盤を地区全体で向上させた例として、東京

の 2750 地区の活動をご紹介します。2750 地区の

2013-14 年度の舟木いさ子ガバナー (東京しろかね

RC 在籍)は、これまでの地区の会員増強の在り方に、

先ほどあげましたような問題を感じられて、クラブに

「新しい風」吹き込もうと、今までになかった新しいタイ

プのクラブの拡大を計画されました。推進に当たって

は、ガバナー補佐全員に、自分のグループで 1つクラ

ブを設立することを指示されたそうです。 

新しいクラブは、慣例化している昼の例会にこだわ

らない、年会費が安い、若年層や新しい職業分類の

業種の方が入り易い、男女の比率を考慮した女性が

入り易い、多様性に富んだクラブとなっており、短期

間でクラブを設立させるために、スポンサークラブを持

たず、ガバナー自らが特別代表となれています。この

クラブが 2750地区舟木ガバナー年度に設立された新

クラブです。 

・東京愛宕クラブ 

・東京グローバルクラブ 

・東京代官山 

・東京ピースウィングリータリーE クラブ 

・パゴベイ・グアム E クラブ 

その他、日本初の衛星クラブ・グアム出身者のク

ラブ・ロータリー財団 OB 中心としたクラブがありま

す。 

ポール・ハリスは「ロータリーは時代と共に変化して

ゆかねばならない」「魅力がなければ会員は退会して

ゆく」と言われています。また、ラビンドラン現RI会長も、 

「会員増強を図る上で若い世代を重視すると共に、経

験豊富な退職者にも入会してもらう必要がある」「人材

の多様性を尊重する職業分類は、ロータリーの基本

システム」と言われています。そして、本田ガバナーも、

前者お二人の言葉を受け、地区として、女性会員の

増強、E クラブの創設といった、言われ続けてなかな

か進展しなかった課題に取り組もうとされています。 

最後になりますが、わが苅田クラブも 40 年目を迎え、

成長してきたはずで、またこれからも成長する未来が

あるはずです。でも、クラブは、今の会員だけのもので

はなく、まだ会っていない 未来の会員のモノでもあり

ます。そうした まだ見ぬ会員のために、私たちは、多

様性に富んだクラブのあり方を、模索しつづける必要

があります。 



   

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

杉坂 正徳   すみません早退します。 

屏   正隆   鈴木さん卓話ありがとうございました。勉強になりました。それと、日々色々な活動を楽しくさせて

頂いていますので、ニコニコ致します。 

片岡 孝市   18 日壱岐ロータリークラブの例会に出席してきました。 

渡邊 和義   本日出席いたしましたが、名札・週報を忘れてしまって途中で、高城親睦委員長が持ってきて下

さいました。有難うございます。 

原  公克   ﾎｰﾑｽﾃｲから早いもので 3 週間過ぎました。写真を頂きました。ニコニコします。 

幾田 誠泰   鈴木地区副委員長、勉強になりました。有難うございます。会員増強頑張ります。 

壁屋 好惠   鈴木地区副委員長、卓話ありがとうございました。 

渡邊  剛    ニコニコデビューです。よろしくお願いします。 

高城 直紀   親睦活動委員会の炉辺会合のお釣りを頂きました。 

 

集計 15,000 円     累計 200,000円 

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  

 

 

行橋みやこＲＣ 9 月 23 日 

9 月 30 日 

→休会 

→与原小学校 

 「ＥＭ菌プール投入」 

田川ＲＣ 9 月 2 日 

9 月 9 日 

 

9 月 16 日 

9 月 23 日 

→ガバナー公式訪問 

→15 日  

芸術文化体験事業 

→夜間例会（ワイン例会） 

→休会 

行橋ＲＣ 9 月 8 日 

 

9 月 22 日 

9 月 29 日 

→11 日 

移動例会「映画上演」 

→休会 

→夜間例会 

豊前ＲＣ 9 月 17 日 →夜間例会「観月会」 

 

 

週報委員 

青木政憲 竹部武男 松田博文 安田定行 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

  

8 月 20日  お弁当メニュー 

 

・ポテトサラダ＆グリーンサラダ 

・鮗の和え物 

・とんかつ 

・うにかまぼこ 

・フロマージュケーキ 

・ご飯・味噌汁・珈琲   

 

スカイホテル苅田 

 

 

台風１５号  九州縦断         
2015.8.25 

大型の台風１５号は、２５日午前 5 時頃

九州北部（熊本県荒尾市）に上陸。午前

10 時頃福津市から日本海に抜けました。行橋市では、午前７時 2

分最大瞬間風速 34.5ｍを記録した。県内の交通機関も乱れた。日

産苅田工場は、従業員を自宅待機させて午前中の操業を停止した。 


