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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

会員卓話
新 井 和 雄 会員

　　　　　　　
筑西市地域おこし協力隊
石 崎 顕 良 様

発行日：平成 30年 8月 29日　第 02483号



『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

支援」に日立ＲＣから是非一緒にやりたいとの

申し入れがあり、過日の話し合いの結果、今年

度から３クラブ合同の事業となりましたことを

ご報告いたします。

会員増強フォーラム
早 瀬 浩 一 会員増強委員長

下館クラブの会員数の推移

　　　　　　　　　　　　　　　 筑西市の人口

平成20年７月　荒川年度　58名　110,287人

平成21年７月　奥澤年度　50名　109,108人

平成22年７月　小林年度　44 名　108,073人

平成23年７月　加藤年度　43名　107,804 人

平成24 年７月　関谷年度　42名　106,856人

平成25年７月　諏訪年度　40名　105,962人

平成26年７月　鈴木年度　34 名　105,085人

平成27年７月　新井年度　35名　104,317人

平成28年７月　早瀬年度　33名　104,022人

平成29年７月　永盛年度　31名　102,941人

平成30年７月　永井年度　30名　101,978人

下館クラブの会員の年齢の推移

　　　　　　　　　　　　平均  最年長　最年少

平成20年７月　荒川年度　63.4　89.11　45.4

平成21年７月　奥澤年度　63.4　83.03　46.4

平成22年７月　小林年度　64.4　84.03　47.4

平成23年７月　加藤年度　63.1　79.03　36.7

平成24 年７月　関谷年度　61.6　80.03　37.3

平成25年７月　諏訪年度　62.7　81.06　38.3

平成26年７月　鈴木年度　64.0　79.11　39.3

平成27年７月　新井年度　64.0　80.11　39.8

平成28年７月　早瀬年度　64.4　81.11　40.8

平成29年７月　永盛年度　65.4　82.08　41.8

平成30年７月　永井年度　　　　83.08　42.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳）

前例会報告     第2843回   2018/8/22（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

　７月29日（日）ローターアクトクラブの会長・

幹事会に出席してきました。各アクトクラブの

活動計画等始め熱心に審議しておりました。会

員の減少が気になりました。

　又、８月12日（日）新井副会長と日立ＲＣへ

ネパールへの子供達の防災教育の支援と協力を

お願いに行ってまいりました。好感触を得たと

思います。

　さて、本日は早瀬増強委員長のもとで、会員

増強月間にちなみまして、会員フォーラムを行

います。組織を生き生きとさせるには新しい会

員の入会が必要です。そして、クラブ活性化の

為、老、壮、青のバランスを保つことが必要と

考えております。

　会員皆様の熱心な討論を期待申し上げて挨拶

とさせて頂きます。

幹 事 報 告 　 　 潮 田 武 彦 幹事

○下妻ＲＣ会報受理

国際奉仕委員会からのお知らせ
新 井 和 雄  会員

　ネパールのカスタマンダップＲＣと当クラブ

との共同事業「ネパールの子供たちへの学用品



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

方法を提示する

４.会員の積極的参加を促す

▼既存会員の参加

　会員がロータリーにいる最大の理由は、

　会員の友情と交流である

　会員の意見を大切にするために…

　　→クラブ内でのコミニュケーションを図る

▼新会員の参加

　何に関心があるのか？

ロータリーとは何ですか？

　「ロータリーとは何ですか？」と聞かれたら、

下記のエッセンスをストーリー化して表現し、

明確に、わかりやすく説明できることが大切で

す。たとえば、「世界中のロータリークラブは、

地域社会の重要な問題に取り組もうとする有志

が集まり、行動を起こしています。」また、「ロー

タリーを通じて、社会貢献に関心のある人たち

と知り合い、一緒に活動し、世界中の友人や恩

師となる人ができました」という答え方もある

でしょう。それぞれが自分なりの紹介方法を用

意しておくことをお勧めいたします。

ロータリーの３つの特色

　「ロータリアン」と呼ばれるロータリー会員は

これまで、単なる歴史の傍観者としてではなく、

歴史の一部となって活躍してきました。ロータ

リーには、創設時から現在まで変らない、３つ

の特徴があります。

　まずは、ロータリーの「国際性」です。創設後

わずか16年の間に、ロータリークラブは６大

陸へと広がりました。日本では1920年（大正

９年）に初のロータリークラブ（東京ロータリー

クラブ）が設立されています。今日私たちは、

様々な方法で世界が直面する諸問題に応えるた

めに、グローバルに活動しています。

　２つ目の特徴は「粘り強さ」です。第二次世界

大戦中、ドイツ、オーストリア、イタリア、ス

ペイン、日本のロータリークラブは、ロータリー

からの脱退を余儀なくされました。しかし、こ

れらの国々のロータリアンは、リスクを承知で

非公式にミーティングを続けました。戦後、ロー

タリーに復帰したこれらのクラブは、ロータ

なぜ、会員増強が必要なのか？

１.クラブ存続のため

２.クラブの奉仕活動の土台のため

３.クラブの活性化のため

４.多くの人達と知り合いの場を広めるため

５.その他

会員増強を成功させるには、どうしたらい

いか？

１.クラブの現状を評価する

▼会員の多様性を高める

▼職業分類のバランス

▼会員の維持と純増の分析

▼退会現況図の活用

▼クラブの刷新と柔軟性

▼地域社会における存在感

▼情報の発信

▼ゲストの観点で見る

▼奉仕プロジェクトの見直し

２.クラブのビジョンを描く

３.入会の魅力を高める

▼入会者とはどんな人々か？

▼入会候補者へのアプローチ

▼入会のメリットを伝える

▼相手の関心に応じてロータリーを紹介する

▼入会候補者への教育

▼女性会員の入会

若い職業人の入会を促す１０のアイデア

①一定期間、会費を免除または減額する

②例会の時間を、若い人達の出席できる時間に変

えてみる

③例会の食事をオプションとする

④若い職業人の関心を引く親睦活動やネットワー

ク作りをする

⑤複数の若い人々を同時にクラブに勧誘する

⑥例会への100％出席にこだわらず、やむを得ず

欠席しても後ろめたい思いをさせない

⑦社会奉仕ボランティアに参加する機会を設ける

⑧若い会員にベテラン会員を相談役として割り当

てる

⑨積極的に関わってもらう

⑩新会員がロータリーに参加できるように、多様な



4つのテスト　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

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

ラムお世話様です。若い人がたくさん入会す

るといいですね。

▼関谷　　徹さん　早瀬会員の会員増強フォー

ラム、宜しくお願いします。

　台風の被害が少なくて済むよう祈ってます。

▼鈴木　光則さん　早瀬さん、宜しくお願いし

ます。みんなで会員増強はかりましょう。

▼永盛　　武さん　早瀬Ｐ会長の卓話を記念し

て。今日は、所用に付、早退させていただき

ます。

▼早瀬　浩一さん　本日、会員増強の卓話いた

します。皆さん、積極的に新入会員を増強し

ましょう。

▼新井　利平さん　早瀬会員の増強フォーラム

ご苦労様です。
▼中丸　　健さん　早瀬さん、卓話宜しくお願

いします。

▼神山　芳子さん　残暑お見舞い申し上げます。

　早瀬パスト会長、ご指導宜しくお願い致します。

▼木幡　　浩さん　早瀬会員、卓話楽しみにし

ております。

▼鈴木　健一さん　早瀬会員、会員増強フォー

ラム卓話、宜しくお願いします。

▼堀 江　　勤さん　早瀬委員長、会員増強

フォーラム宜しくお願いします。

▼内山　勝洋さん　早瀬さん、本日のプログラ

ム宜しくお願い致します。

▼神長　宏寿さん　本日も例会宜しくお願い申

し上げます。

▼塚田　砂与さん　楽しみにしております。本

日も宜しくお願い致します。

本日の合計　20,000 円　　累計　132,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

８月12日　国際奉仕・ロータリー財団委員会
　　　　　　　永井啓一・潮田武彦・新井和雄

　　　　　  関谷　徹・鈴木光則・内山勝洋

　　　　　  小林一彦

リーのみならず、国の再建においても大きな役

割を果たしました。ロータリーは、末永い変化

をもたらすために、情熱と責任感を持って活動

しています。

　最後に、「奉仕へのコミットメント」です。ロー

タリーは、地元地域での草の根の活動だけでな

く、国境を越えた人道的活動にも力を入れてい

ます。1979年、ロータリーは、フィリピンで

600万人の子どもたちにポリオの予防接種を行

うプロジェクトを開始し、これが世界的なポリ

オ撲滅活動のきっかけとなりました。野生ポリ

オウィルスが存在する国（ポリオ常在国）の数

は、1988年の125カ国から、現在では３カ国

ま減少しました。99.9％の達成ですが、撲滅ま

で活動は続けられます。これはまさに、ロータ

リーによる奉仕へのコミットメントを裏付ける

ものです。

ブランドエッセンス　中核的価値観

　私達の価値観は、組織の考え方と方向性を定

める原動力であり、戦略計画においても重視さ

れる要素です。ロータリーの中核的価値観は、

奉 仕（Service）、親 睦（Fellowship）、多 様 性

（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシッ

プ（Leadership）です。

　私たちは、親睦を通じて生涯にわたる友情を

育み、国や文化を超えた理解を促します。

私たちは高潔性をもって約束を守り抜き、倫理

を守ります。多様性を誇るロータリーは、様々

な考え方をつなぎ、多角的なアプローチで問題

に取り組みます。私たちは、奉仕を通じてリー

ダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会

の問題に取り組みます。

（これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」より）

スマイルＢＯＸ    岩 﨑 晴 男 会員

▼永井　啓一さん　早瀬さん、卓話宜しくお願

いします。

▼潮田　武彦さん　早瀬様、本日は宜しくお願

いします。

▼小林　一彦さん　早瀬会員の卓話を記念して。

楽しみにしています。

▼加藤　昌美さん　早瀬会員の会員増強フォー

免除

1

病欠

1

欠席数

5

出席数

24

会員数

31


