
国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：吉光寺政雄 幹 事：藤﨑善隆
事務局：宗教法人 日蓮宗 等覚院

代表役員住職 藤﨑善隆
〒325-0045 那須塩原市高砂町5-41
TEL:0287-62-0187・FAX:0287-62-3947
E-mail: jusyoku@tougakuin.or.jp

例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
12:30 – 13:30

割烹石山 那須塩原市本町 5-5

第2876回 吉光寺年度 第23回 会報 2020 2-19 司会 小野安正君

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

出席報告 出席委員会 秋葉秀樹君 （出席規定の免除会員数7名）

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 2月29日 37（7） 30（3） 7（2） 85.7％

前回 2月 5日 37（7） 32（5） 5（2） 91.4％ 3 100％

国際ロータリー会長：マーク・ダニエル・
マローニー

第 2550地区ガバナー： 川嶋幸雄
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142

宇都宮グランドホテル内
TEL：028-651-2550
FAX：028-651-2551
E-mail: m2550@agate.plala.or.jp

お客様

 国際ロータリー第2550地区
会員組織委員会委員長 内山浩志様

（宇都宮陽南ロータリークラブ）

会長挨拶 吉光寺政雄会長

いかがお過ごしでしょうか。テレビでは連日コロナ
ウイルスの感染者のニュースが報道されています。
このウイルスの影響で、インターアクターの台湾研
修が中止となり、本来、黒磯高校インターアクトクラ
ブから2名の生徒さんと引率教諭1名の3名が参加
される予定でしたが、さぞ残念な気持ちでいらっ
しゃるのかと思います。さて、先日2月9日は第一グ
ループIMが開催され、皆さまとともに参加して参り
ました。ご参加された皆様、大変お疲れ様でござ
いました。IMのなかで、次年度ガバナー補佐をお
勤めの、秋間会員が挨拶される機会が何度もあり、
とても誇らしい気持ちでおりました。次年度、秋間
ガバナー補佐、大島会長のもと皆様のご支援ご協
力を改めてお願い申し上げます。
さて、何か明るい話題は無いものか？と考えてお

りましたが、やはりこの人、千葉ロッテに入団した
佐々木朗希投手の話題を少し。連日ブルペン入り
する度に、報道されていますが、私としては、約20
年前の松坂大輔投手のデビュー時の再来を期待
しています。野球に詳しくない私でも、松坂投手の
デビュー戦をテレビで見ていて、ストレートの伸び、
球の勢いに驚いたのを覚えています。佐々木投手
にも、鮮烈なデビューを期待したいところです。
ロータリークラブは奉仕団体であります。特に、

一年交換留学生やインターアクトクラブ、米山奨
学生は、対象こそ違いますが、いづれも若い方に
機会を提供する意義あるプログラムと考えます。私
もまだまだ若輩者ですが、私達の大切なお金が若
い方への援助や、機会を提供することにつながり、
彼ら彼女らが成長するために役に立つならば、意
義があると思うところです。
以上で終わります。ご静聴ありがとうございました。皆様こんにちは。まずは、地区から会員組織委

員長内山浩志様、黒磯クラブご来訪まことにありが
とうございます。本日の卓話宜しくお願い致します。
さて、寒い日が続いたと思ったら、春のような暖か
な日もあり、寒暖の差が激しい今日この頃ですが、

幹事報告 藤﨑善隆幹事

（第11回理事役員会報告）
1. 黒磯ロータリークラブ３月例会プログラムにつ
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ついて
異議無く承認。
３月２５日のスマイルボックス委員会は権鎬珍
君の卓話となります。

2. 2月19日例会（地区委員）外来卓話について
地区区組織委員会委員長の内山浩志（ひろ
し）氏異議無く承認となりました。

3. IM登録料について（報告）
5,000円×37名＝185,000円 振込済
異議無く承認となりました。

4. その他
① 社会奉仕委員会安藤委員長より那珂川水

質調査の日程5月23日～24日が発表され、
異議無く承認となりました。

② 同じく社会奉仕委員会安藤委員長より足
尾植樹の日程4月25日が発表され、異議
無く承認となりました。

③ 同じく社会奉仕委員会安藤委員長より那
珂川河畔公園公園外灯修理について、費
用の件で移動する方が安価で済むとの提
案があり、異議無く移動で承認となりました。

（第23回幹事報告）
1. ガバナー事務所より青少年海外事業自粛の

お知らせが届きました。秋間青少年奉仕委員
長へ転送しました。

2. 同じくガバナー事務所より2020-21年度会長
エレクト・幹事エレクトセミナーの御案内が届き
ました。大島会長エレクト、秋葉幹事エレクト
へ転送しました。

3. 同じくガバナー事務所より、新入会員研修セミ
ナーの御案内が改めて届きました。檜山ロー
タリー情報委員長へ転送致しました。

4. 同じくガバナー事務所より米山記念奨学生サ
ブ世話クラブ再募集の御案内が届きました。
田中米山記念奨学会委員長へ転送致しまし
た。

5. 鹿沼東ロータリクラブより、こぶしインターアクト
クラブ認証状伝達式プログラムが届きましたの
で回覧しております。

6. 那須野巻狩まつり実行委員会より、第三回実
行委員会議事録が届きました。安藤社会奉仕
委員長へお渡し致しました。

7. 2月9日に開催されました第1グループIM開催
のお礼状が川永ガバナー補佐より届きました
のでご報告致します。

委員会報告 荒牧明二副会長

皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。

 国際ロータリー第2550地区
地区幹事補佐 泉道夫君

地区幹事補佐の泉でございます。地区研修、協
議会の案内が届いておりますのでご連絡いたしま
す。

開催日時：令和2年4月12日（日）
開催場所：国際医療福祉大学

黒磯ロータリークラブにおきましては、交通誘導3
名、受付案内2名の応援依頼がございました。次
回例会にて回覧しますので出欠宜しくお願いしま
す。

 次年度幹事 秋葉秀樹君
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次年度幹事の秋葉でございます。本日例会終了
後に次年度第2回理事役員会を開催しますので
宜しくお願いします。

 旅行愛好会 藤崎善隆君

旅行愛好会事務局の藤﨑でございます。旅行愛
好会役員の皆様、本日例会終了後に役員会を開
催したいと思いますのでお残り下さいますようお願
いいたします。

ニコニコボックス 齋藤幸夫君

吉光寺政雄君 内山地区委員長よろしくお願い
致します。

村 山 茂 君 IMドタキャン申し訳ありません。

卓話 国際ロータリー第2550地区
会員組織委員 澤田吉夫様

本日の卓話のご説明と講師の内山様のご紹介を
少しさせていただきます。
地区委員には本年度当クラブより2名が出ており

ます。
秋間忍様は公共イメージ委員会、地区危機管理

委員会、担当委員と言う何やら難しい委員会に所
属しております。残念ながら、本日は所用にて欠席
とのことです。
本日は私の所属する委員会の委員長さんを講師

としてお招きしております。
会員組織委員会委員長の内山浩志（ひろし）様

です。

内山様は宇都宮陽南クラブに所属しております。
株式会社 友愛保険代理サービス代表取締役社
長をしております。

 国際ロータリー第2550地区
会員組織委員会委員長 内山浩志様

（宇都宮陽南ロータリークラブ）

① 2019-20年度 マーク・ダニエル・マローニーに
RI会長が就任し、 新しい戦略計画の優先項目
と目標が作成された。その一つは「参加者の基
盤を広げる」

目的
a.会員増強と参加者の基盤を広げ、多様化する。
b. ロータリーヘの新しい経路を作り出す。
c.ロータリーの開放性とアピール力を高める。
d.活動成果とブランドに対する認知を築 く。

② 2019-20年度 川嶋幸雄ガバナーは第一に「会
員増強への取組み」

a.会員の増強
各クラブ純増1名、 会員を増やすことも大切で
すが、脱会者をださないことがさらに重要。

b.入会しやすいクラブ作り
若い人、 女性、 サラリーマンが参加しやすい
クラブ

c.ローターアクトクラブの組織化
将来のロータリアン候補生、新たなローターア
クトクラブを創設

③ 2550地区 2019.6.30現在
地区会員数： 1,729名
今年度純増数：-18名

④ 2015-2019年度 入会者数月別ランキング
1位： 7月・・・115名
2位： 6月・・・70名
3位： 9月・・・51名
4位： 10月・・・49名
5位： 4月・・・48名
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次回例会 令和2年3月4日 担当 会員選考・職業分類委員会

2月19日欠席(敬称略)
時庭稔・井出法・荒井昌一・植竹一裕
片田航介・髙木慶一・佐藤博

前回 2月5日分メークアップ(敬称略)
藤崎善隆・髙木茂・前田貴宏

会報委員会：髙木茂・稲垣政一・鳥居輝一・秋葉秀樹

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525

○水曜日 塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165

⑤ 入会者の少ない月
8·11·12·2·3·5月であり、地区大会後の「中だるみ
現象」
この6 か月間の入会者合計…31%→50%

※ 入会者増強も大切ですが、最も大切なことは退
会者を出さないこと。

⑥ 2015-2019年度 退会者数月別ランキング
1 位： 6月・・・234名（全体の43%)
2 位： 12月・・・63名
3 位： 3月・・・48名
4 位： 1月・・・43名
5 位： 4月・・・33名

⑦ 2017-2019年度 退会者数年齢ランキング
1位： 81歳以上・・・25名
2位： 50歳・・・11名
3位： 51歳・・・9名
4位： 52歳・・・9名
5位： 54・59歳・・・9名

⑧ 2019年9月9日に新入会セミナ一時に行った退
会理由アンケートランキング
1、仕事が 忙しくて出席できない。
2、会費以外の徴収が多い。
3、もっと仕事に結びつくと思った。

⑨ どうしたらよいか・・・。
• 例会の開催時間の調整
• 卓話も受注に結び付くような勉強会（ただし、

先輩ロータリアンとの調整は重要）
• 人数の少ないクラブは合同例会をまめに行

い、友人を増やすばを提供する

⑩ さらに・・・。
• こんなはずじゃなかった。と思わせないように

「やりがいのある活動」をさせる
• 定年を迎えても「ロータリー活動」を楽しむ

⑪ 2017-2019年度 退会者数在籍年数ランキング
1 位： 2年・・・39名
2 位： 4 、6年・・・9名
4 位： 3 、5年・・・7名
6 位： 9 、29年・・・6名

※ 女性会員増強は、一人より二人で誘うことが大
切。女性には女性が一番である。

そして最後に、黒磯ロータリークラブ様のご活躍と
ご発展をお祈り致しまして、お礼の挨拶とさせてい
ただきます。

国際ロータリー第2550地区
第1グループ IMが開催されました。
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2月9日（日）大田原市中田原の勝田屋記念会館
にて、ホストクラブ大田原中央ロータリークラブ、国
際ロータリー第2550地区第1グループIMが開催さ
れました。
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