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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.５（No.２０４５） ８月３日（水）晴

         因んで 

 委員会 

典様 

入

倉持功典（たかのり）会員プロフィール 

下町 4493 

432 

いさつ 

。ご紹介いただきました倉持功典です。食品の卸売業をし

れ  （司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

  ＊会長挨拶      ＊月間に

＊入会式    会員増強

ビ ジ タ ー 

新会員 倉持功

会 式  

㈱釜倉屋 専務取締役 

〒303-0005 水海道市森

TEL 0297-22-1431  FAX 0297-22-1

 

あ

こんにちは

ております。自販機のサービスもしております。憧れのロータリークラ

ブに入会できるということで、緊張もありますが楽しみでもあります。

色々と教えてください。宜しくお願いします。 

諸 報 告  

出席委員会 （角田雅宣前委員長） 

の通りです。 

三夫会員、石塚克己会員、小島富雄会員、 

 

。 

２００４－２００５年度、100％出席者は次

青木清人会員、青木正弘会員、秋田政夫会員、飯塚

大串 卓会員、北村 仁会員、北村陽太郎会員、熊谷 昇会員、五木田利明会員、島田 勝会員、

隅屋祐三会員、鈴木邦彦会員、鈴木 豊会員、角田雅宣会員、瀬戸隆海会員、染谷秀雄会員、 

染谷正美会員、古谷栄一会員、松坂興一会員、松村仁寿会員、皆葉瑞男会員 

以上２３名の皆様です。実質１００％の日もあり、本当に御協力有難うございました

 

職業奉仕委員会 （山崎進朗委員長） 

針として、『原点に還る』・・・ロータリーの哲学（理念）を学ぶ。 

職

スピーチを行う。ロータリアン講師派遣リ

研究会に参加してまいりました。年度方

ロータリーの奉仕活動の中核は職業奉仕です。なぜならロータリーは職業人の集まりであるからです。

業実践のなかで奉仕を行う、つまり経済活動上の利益を得ながら奉仕するというのが、ロータリーの基本

なのです。そして、「職業とは何か」「奉仕とは何か」を理解し、その実践の道を歩み始めた時、その人は

真の意味でロータリアンとなり、また真の職業人となるのです。職業奉仕委員会は、ロータリーの理念を鼓

吹する役目を担っています。ロータリアン一人一人が、ロータリーとは何か、奉仕とは何かということを、職

業を通して理解し、実践できるよう支援するのが其の役目です。 

年度計画として、各クラブにて職業奉仕事例の３分間～１０分間

スト、生徒職場体験受入事業所リストの活用。 

 

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 

させて頂きたいと思います。宜しくお願いします。 納涼会の会費を８月１７日と２４日に集め

 

企画委員会 （染谷秀雄委員長） 

員会を開催いたします。関係者の皆さん宜しくお願いします。 本日１９時より事務所にて、企画委
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幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

 

９月１３日（火）午後６時３０分より 松泉閣 

週 報 受 理     竜ヶ崎ＲＣ

例会変更通知受理      竜ヶ崎ＲＣ 

地区研究会予定 

２００５年 ８月 

７ (日) 社会奉仕研究会 筑西市 ホテルニューつたや 13:00-15:10     

２１ クラブ奉仕研究会 水戸市 三の丸ホテル(日) 10:20-15:00     

 
長 挨 拶 （青木清人会長） 

さん、こんにちは。 
を会員として迎えることができる事を心からお喜

大月間です。倉持さんに入会して頂き、幸先のよいスタートですが、これからもどしど

年になります。フォーク歌手の杉田

ド事件、田中首相逮捕 ④地下鉄サリン ⑤東大紛争は

り思い、考えは違うと思いますが、堺屋太一氏は戦後を一言で言うと「豊かさを得て、誇り

員増強拡大月間に因んで 

できした。各委員会は、推薦ボックスに必ず入れて

覚えた事は、増強するのに人格だけではなく、この中で仲

村 仁地区会員増強カウンセラー 

やり難いのでありますが、御使命ですので少しお話させて頂きます。

会

皆

倉持功典さん、あなた

び申し上げます。また、水海道ロータリークラブの強力な戦力としても、

会員一同歓迎申し上げます。ロータリーは例会からかと思います。積

極的に例会に出席される事をお願いします。また、ロータリーには聞き

なれない言葉が沢山ありますが、早めにしっかり勉強して頂きたいと

思います。知れば知るほど、ロータリーが面白くなってくると思います。 
倉持会員の職業分類は食品販売で、委員会は社会奉仕委員会です。

頑張ってください。 
８月は、会員増強拡

しご推薦お願い致します。また、女性会員につきましても、萩原ガバナーが執念を燃やしておりますので、

２～３人一緒に推薦お願いします。第８分区で女性会員がいないクラブは、取手クラブと水海道だけです。

一方で退会防止には、細心の注意を払う必要があるかと思いますが、会員数減少を食い止めるには、元

気に長生きして頂きロータリーライフを全うして頂く事かと考えます。 
また、８月は日本人にとって終戦の月でもあります。今年は、戦後６０

二郎の「戦争を知らない子供達」、その子供達も次々に還暦を迎えます。日経に、戦後６０年印象に残っ

ている出来事のアンケートが載っておりました。 
①阪神大震災 ②東京オリンピック ③ロッキー

じめ学園紛争 
人それぞれによ

を失った」６０年だったと言っています。この８月、皆様それぞれが戦後６０年を総括してみてはどうでしょう

か？ 
 

会

隅屋祐三委員長 

今日一人会員増強

ください。 

４０数年間で

良く出来なくてはいけないということです。 

 

北

隅屋さんの後を受けての卓話は大変
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何を話せば良いかと考えましたが、８月は会員増強、拡大月間であり

ます、クラブ委員長さんを差し置いての話で大変恐縮なのですが、

地区の会員増強カウンセラーと言う役も頂いておりますので、多分他

のクラブなどで話をする機会があると思います、其の時のための予習

ということでご容赦頂きたいと存じます。 

ロータリーの集まりがありますと会員増強、財団への寄付が話題にな

ります、少少、食傷ぎみと感じる方が大半ではないかと思います。然

間作りであります。私は、ガ

輩の皆さんと接する事が出来ました、そして多くの

人一人が先ずロータリーを知る事から始

席 報 告 （白井 豊 委員長） 

出席率 ６３％

らばなぜ会員増強が必要かを改めて考えてみたいと思います。ロー

タリークラブは組織体です。組織は維持していかねばなりません、メンバーの皆さんの中には様々な理由

で退会をせざるを得ない方々が必ず居られます、この為の補充をしていかねばなりません。これだけでは

ありません。ロータリーは、１９０５年ポール・ハリスをはじめシルベスタ・シールや４名の人々の集まりによっ

て生まれました。発足当時はクラブ奉仕、つまり、クラブ内の互いの職業を通じての助け合い的な集まりで

あったのですが、やがて社会奉仕へと展開して行き、国際奉仕へと其の輪を広げて、１００年間を経て世

界で１００万人を超える大きな組織に発展したのであります。ロータリーが世界的に認知度が高まりますと、

ロータリーの仕事も大変多く、多岐に亘ってきます、世界が不安定な状態が続き、恵まれない人々が益々

多くなりつつある今、ロータリーが其の仕事をするためには人的資源、経済的支援が益々必要となります。

特に、本年度ステンハマーＲＩ会長が提唱されている識字率向上などは、世界的に見ると大変大きな仕事

ではないかと思います。本来、国家的な仕事ではないかと思いますが・・・・・。これらに対応するために組

織を更に大きく、強固にして行かねばならないと言う事になります。因みに、ＲＩでは会員数１５０万人を目

指す事を理事会で決定しております。 

もう一つ、私はこれが一番大事な事ではないかと思いますが、其れは所謂仲

バナーエレクトとして国際協議会に出席いたしました折、会員増強について『あなたの心に触れたのは誰

ですか』Who Touch You と言う講演を聴きました。即ち、今このアナハイムでロータリーの素晴らしさを実

感し、多くの友人を得て、其の中に身をおく幸せを諸君に与えてくれた方は誰であろうか、と問いかけた

のです。ロータリーの素晴らしさを実感すればするほど其の幸せを他の人々へ紹介し、共に奉仕をする

喜びを分かち合う事が必要であろうと説いたのです。 

私は若くしてロータリーの仲間に入れて頂き、多くの先

事を学びました、年齢からも父親に等しい方々が気軽に接して頂きました。人生の大きな糧になったと思

っております。こうした恩恵を一人で持っているだけでなく、一人でも多くの人々に伝える事が会員増強の

大きな目的でもあろうかと存じます。喜びを分かち合う事です。 

会員は増加させる事でなく、文字通り増強する事です、皆さん一

まると思います。ロータリーの理念、仕事をより理解し、ロータリーより受けた様々な恩恵を他の人々に紹

介し、仲間になって頂くよう働きかけて頂きたいと思います。そして共にロータリーの仕事をするのです。 

会員増強の手段としては、特別な決め手はないと思います。やはり会員一人一人がロータリーを本当に

理解し、ロータリーを愛する心が大切ではないでしょうか。其れには先ず魅力有るクラブ作りだと思いま

す。 

 

出

 ８１．  

欠席者数 賜 暇 メーク 会員総数 出席者数 

４９名 ３８名 １１名 ０名 ２名 
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ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

村（陽） 各会員 ≪配偶者≫田上会員 

    青木（清）会員 

ョイして下さい。   

・今日もニコニコ御協力有難うございました。    石塚（克）会員 

ペット素晴らしかったです。今度娘にご教授お願い

様に出席いただき有難うございました。 角田会員 

。   武藤会員 

）会員 

（豊）会員 

大串・北村（仁）・北村（陽）・ 

・誕生祝御礼 ≪会員≫飯塚・松坂・北

・本日入会しました。宜しくお願いします。   倉持会員 

・蒸し暑い日が続きますが、８月も頑張っていきまっしょい！

・１００％出席の皆さん、おめでとうございます。倉持君ようこそ。ロータリーをエンジ

熊谷会員 

・例会欠席しました。   穂戸田・田上・染谷（昭）  各会員 

・毎日暑いので健康に注意しましょう。   横山会員 

・親睦ゴルフお疲れ様でした。また、角田会員のトラン

します。                  北村（英）会員 

・先日のディナーパーティー、大勢のロータリアンの皆

・今月も宜しく。     島田会員 

・倉持君、入会おめでとうございます

・倉持功典さんを宜しくお願いします。     染谷（秀

・新人の倉持君、ようこそいらっしゃいました。    瀬戸会員 

・新会員の倉持君、ようこそお越しくださいました。     鈴木

・100％出席御礼    青木（清）・青木（正）・秋田・飯塚・石塚（克）・小島・

熊谷・五木田・島田・隅屋・鈴木（邦）・鈴木（豊）・角田・瀬戸・染谷（秀）・古谷・松坂・松村・皆葉 各会員 

入金計 ￥９３,０００ 累 計 ￥４６３,０００ 

 

ータリー情報委員会より 一口メモ 

分から成り立っている。すなわち、新会員の勧誘、現会員の退会

 

ロ

会員増強月間：会員増強は、３つの部

防止、および新クラブの結成（拡大）である。会員増強は常に、クラブが、ロータリーのプログラム推進に

確実に寄与してもらえると思われる真に適格な人物を選挙することによって達成されるべきものである。 

 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 

超我の奉仕の輪を広げる 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さ

な分野、ロータリーの会員増強および拡大月間です。 

8 万 8,170 人で第 1位。2 番目に多い国は日本で、会

は全く異なってきます。アイスランド

数の一般的な傾向です。東アジア地域は(日本

    

ん: 

 8 月は、私たちの組織にとって非常に重要

アメリカ 日本 インド で半数を占める 

 ロータリアンの数でいうと、アメリカは会員教 3

員数約 10 万 3,700 人、それに続くのが、およそ 9 万人のロータリアンがいるインドです。興味深いの

は、これら 3つの国だけでロータリー全会員の半数を占めており、さらに、これらの国々は世界人口の

60%が住んでいる環太平洋地域に位置しているということです。 

 人口に占めるロータリアンたちの割合を国別でみると、その構図

がトップで、その後に、スウェーデン、ノルウェー、ニュージーランド、フィンランド、デンマーク、オースト

ラリアと続きます。人口比で上位を占める 7 つの国々がヨーロッパの北欧諸国とオーストラリア ニュー

ジーランド地域であることには興味をそそられます。 

 さらに興味深いのは、世界的に見たロータリー会員

を除いて)全体的に上昇傾向にあります。アフリカはヨーロッパと同じで、会員教の増加は少ないもの
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の、年々、着実に発展していく傾向を見せています。その他のすべての地域は、残念なことに、右肩

下がリの傾向を示しています。 

1 クラブ 1人の純増 

 過去に何度か、特別に

は、それが実施されている間は非常な成功を収めたのですが、継続性に欠けていたため、せっかく増

強した会員も次の年度には失ってしまうことがよくありました。 

 私は目標に向かって行動することは賢明であると考えます。し

可能なものでなければなりません。2005-06年度、私は1クラブ1人の純増という目標を定めました。こ

の目標は達成可能で、理解していただけるものだと信じています。 

 不幸にも、10%の地域では毎年会員数が減っています。この事実は

なければならないことにつながります。そのことは、退会防止が非常に重要であることを意味していま

す。もし、退会者を減らすことができれば、目標達成はとても容易なものになるでしょう。 

会員増強に強くなる 

 だからこそ、a)精力的な

員であり続けることは、自らにとっても、クラブにとっても、大事なことだと感じることができるように、会員

に気を配リ、c)ロータリーが成り立っている二つの基本、親睦と友情を強調する、ということがとても重要

になるのです。 

 私たちはしっか

ーの偉大な指導カを世界中に示し続けることができるのです。 

、かつ集中的に会員増強に焦点を合わせた年度がありました。こうした試み

かしながら、目標は理解しやすく到達

、達成がより困難な目標を設定し

プログラムと有意義なプロジェクトを通して、クラブを興味あるものにし、b)会

りと会員増強する必要があります。そうすることで、超我の奉仕を通して、国際ロータリ

Carl-Wilhelm Stenhammar

2005-0

お 知 ら せ 

「ガバナー事務所夏季休業(お盆休み)の件」 

ロータリアンの皆様、暑中

上げます。 

しますので、各種ご連絡等宜しくご配慮、

ていただきます。 

6年度国際ロータリー会長

(RI指定記事  提供 : ロータリーの友 )

2005/8/1

お見舞い申し上げます。 

日頃より、ロータリー活動にご精励いただき感謝申し

ガバナー事務所業務につきまして下記の通りお盆休みを頂戴致

ご理解を賜りますよう御願い申し上げます。 

８月１３日（土）から１６日（火）までお休みとさせ

尚、１７日より平常通りとなります。 
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