
 
 
 
 
 

 
 
 

平成19年8月8日発行            ８月 会員増強及び拡大 月間 

 
 

第 1220 回例会 8 月８日（水） 

◎ 100 万＄ 

◎ 定時総会（前年度決算承認） 

 担当：会長・前会計 
 

第 1219 回例会 8 月１日（水） 

◎ 慶祝行事 

◎ クラブフォーラム（２）会員増強委員会  

 担当：相宮貞雄委員長 

 

 点 鐘 

 国 家「君が代」斉唱 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 
 四つのテストの唱和 

 

        ≪≪山山口口  八八郎郎  会会長長≫≫ 

 ・福田 清成 君（江南ロータリークラブ） 

 

≪≪山山口口  八八郎郎  会会長長≫≫  

皆様もご周知のとおり今回実施された「参議院選挙」

において予想に反し自民党が大敗を喫し、今後の国会

運営に危惧を生じ政局が不安定な状態が続くことが予

想され、私達の仕事にも社会的影響を及ぼすのではと

の心配しております。 

「クレサラ問題」について 

平成１８年１２月１３日消費者金融の貸出上限金利

などを規制する資金業法が成立したことによる多重債

務者問題の解決になる反面、貸金業者への規制を大幅

に強化するため、業界陶汰、貸し渋りばかりが増える

懸念もあります。業法が３年以内（平成２１年）に実

施・施行され、全国１万４千社から２・３千社になる

だろうと思われる。 

岐阜県庁内の部局が集まり「サラ金対策委員会」を

設け固定資産税等の支払の為、支払に充当している

人々が多発している為今後の対策に追われている（ヤ

ミ金対策等）１～６月までに２２７件（前年比５３％

増）発生し内１／３が暴力団がらみであるとの社会背

景であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ≪≪出出席席委委員員会会≫≫  

本日のホームクラブ   33／34   97.06％ 

◇◇  本本日日ののホホーームムククララブブ欠欠席席者者 11 名名  

小島正三君 
 
       ≪親睦委員会≫  
 会員誕生祝  

10日 相宮貞雄様 24日 国井省二様 

 
 ご夫人誕生祝 

3日 波多野和泉様 6日 宮田智子様 

14日 笠井昌代様   
 
 

◇◇  青青少少年年育育成成委委員員会会  ≪≪笠笠井井  琢琢哉哉  委委員員長長≫≫  

７月２９日に長良川国際会議場にて行われました

「青少年育成セミナー」に山口会長と共に出席いたし

ましたご報告をいたします。 

２６３０地区約１８０名の参加者がございました。

田中稔子ガバナー・安藤征治教育長の挨拶及び岐阜市

におけるキャリア教育推進についてのお話をいただき

ました。今年は委員会として職場体験の受け入れ、学

校への講師派遣を積極的に進めてまいりたい。青少年

への「社会的ルール・マナー」を知ってもらうよう各

クラブも、真剣に取り組んでほしい。 

 

 

 

□会 長 山口 八郎 

□副会長 小椋 功 

□幹 事 国井 省二 

□会報記念誌委員長 原尾 勝 

http://gifukita-rc.com 
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 □例 会 毎週水曜日 □題 字 山口 八郎 

□会 場 岐阜都ホテル 岐阜市長良福光桃林2695  

tel 295-5222㈹ 

□事務所 岐阜商工会議所（岐阜市神田町2）tel 264-9235㈹ 
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（1）坂口周平（津南ロータリークラブ）さんの青少

年育成委員会活動・特別講演「晴れたらいいね、

ビューティフルサンデー」のテーマ発表があり

ました。 

－ 事例発表 － 

（1）笠井琢哉委員（岐阜北ロータリークラブ）「バ

レーボールとロータリー活動」 

（2）吉田 紘（地区環境保全委員長）「環境保全を

青少年へ」 

（3）篠原邦博（鈴鹿ベイロータリークラブ 

「柔道大会とはごろも松並木の復活」 

 上記３つの事例発表がありました。今後も青少年と

の交流を深めクラブとのかかわりを積極的におこなう。 

 委員長も９月のフォーラムの際にご来場頂く準備を

いたします。又当クラブの皆様には職場体験受け入れ、

講師派遣にはご協力賜りますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇◇  家家族族ゴゴルルフフ会会世世話話人人  ≪≪竹竹村村  博博之之  会会員員≫≫ 

  恒例の家族ゴルフ大会を８月１９日（日）８時１０

分スタートにて皆様のＢＯＸにご案内分を入れてあり

ます。 

  会員の皆様をはじめ家族の方々、職場の方々の多数

のご参加を頂きまして、楽しい１日を過ごしたくご案

内いたします。尚 次回例会までに岡川会員まで申込

み方お願いいたします。 

 

◇◇  ニニココニニココボボッッククスス  ≪≪波波多多野野  親親睦睦交交流流委委員員長長≫≫  

＊後藤保君･･･今日も元気で！  
＊国井省二君･･･谷田さんすてきな写真ありがとう 
 ＊神谷良子さん･･･今日も元気で！ 
 

◇◇  幹幹事事報報告告  

（1）本日定例理事会がありますので理事・役員の出席

お願いします。 

（2）次回は定時総会です、決算書を忘れないようにお

願いします。 

（3）８月５日（日）は長良川清掃奉仕がございます。 

 

 

 
ククララブブフフォォーーララムム((２２)) 

◇◇  会会員員増増強強委委員員会会  ≪≪相相宮宮  貞貞雄雄  委委員員長長≫≫  

 委員会を開催いたしまして、どの様なフォーラムに

したら良いか色々相談いたしました。地区より講師を

お呼びして講義をお聞きしたのが良いのか、又各テー

ブルでディスカッションしたらよいか・・・本日は初

心に帰り少しお話をさせていただきます。 
（1）新入会員に対しどうして増強が必要かの原点！会

員増強をしないと委員会構成がむつかしいのか例

としまして、親睦委員を３・４年も続く現象が起

こる可能性が大であります。会員数が４０名程お

みえであれば委員会構成も楽であります。当クラ

ブも創立２５年が経ち当時の会員のかたも５０歳

であれば７５歳となり、会長経験者も２５名おみ

えです。その様な役職経験者への親睦・会報等の

委員構成への依頼も難しい。 

（2）経済面では会員が減れば経営が苦しくなります。

先般よりの課題であります、観月例会・クリスマ

ス例会・フィナーレ例会・夜間例会など４～５回

程ありましたが、費用が不足する・・・本年度も

特別会計より３００万円程入れている。 

本来のニコＢＯＸの投函費用は福祉事業等に運

用する目的であります。当クラブの財政が苦しく

本会計への組み込みをどのようにするのか・・・

１１期の時に特別会計（ニコＢＯＸ費用を入れ）

設けました、これを奉仕活動に使い、本会計が不

足の場合はこれを反面する。 

しかし特別会計も底をついてきております、３

００万ずつ入れるなら後何年で０に近づくか、夜

間例会費用も受益者負担となるであろう。ニコＢ

ＯＸの本会計への組込み等・・・各例会の費用が

ＵＰすれば参加者の減少になり、コストダウンす

れば料理内容・アトラクションに影響がでる。 

問題をなくすには会員増強がベターであります。

本年度の会長初心表明にもありますように、前期

後期ともに１２名の新規会員増員であれば４５名

程が理想ではないか。 

入会当時は、一人前になるには「１名の新入会

員を入れて 1人前である」との先輩からの教えで

ありました。その後会員の減少が止まらず、執行

部では構成面でも苦慮されているのが現状です。

各会員の増強意欲の低下や脱会者の防止策で出席

率を５０％ではとの意見もでて新入会員の勧誘に

勤めては・・・との意見があります。 

新会員へのインフォメーションなどは最近内容

が薄くなってないか・・・ロータリアンの喜び（会

食しながら）楽しさを分かち合える例会であって

ほしいものです。先般のＩＧＭでは活発な意見が

ございました、集約しますと「ロータリアンの資

質」ではないか 

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 
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・・・脱会希望者の歯止めが利かず減少傾向である。 

脱会者への「再度入会」アプローチについて 
会社の都合や家族の都合で脱会された方への再入会の

誘致など、各テーブルより１～２名のご意見を伺いま

す。 

ご意見をもとに委員会、執行部ともに相談いたした

く存じます。 

・岡川会員・・・再入会者の委員会希望を伺う。 

・神谷会員・・・まだ２年目ですので意見は控えます。

谷田会員よりのインフォメーション（各ロータリア

ンのオーラを感じる）などで入会いたしました。誘

致の際は同じトークで案内したいと思います。 

・岡田（一）会員・・・入会して１０年程経過しまし

た。新入会者２名ほど入会して頂きましたが、まだ

一人前とは自覚しておりません。ゴルフ同好会で過

去にＯＢの方をお誘いしましたが１回のみで継続参

加がありませんでした。その後、自動的に消滅して

います。再入会者のご意見を充分お聞きした上での

加入は賛成です。 

・苅谷会員・・・再入会者があれば大いに賛成です。

親睦からしかだめじゃなく、ご本人と相談の上であ

れば良いのではないか。 

・塚原会員・・・クラブの敷居を低くして再加入者の

窓口を広くすればいいのではないか。 

・服部会員・・・特別に意見はございません。 

・原尾会員・・・脱会者の理由とか状況を鑑みて再入

会者へのアプローチが必要ではないか。入会後は特

別扱いしなくて、どのような委員会でも勤めていた

だくのが必要かと思います。 

・小森会員・・・１７年程の入会暦がありますが過去

には再入会者は一人も見えません。全員が歓待でき

る状況作りとしっかりしたアプローチが必要ではな

いか。入会後の委員会は過去の実績を鑑みて決めれ

ばよいのではないか。 

・小椋会員・・・不本意で辞められた方を中心にお誘

いする。過去にも実績のある方ですので、また新入

会員は親睦委員からという規則はないはずですから、

ここで規則を作る必要はない。とにかく入会してい

ただくのが最優先であります。 

・竹村会員・・・退会者には理由があり、いまも数人

の方との付き合いのなかで「いまさら」という意見

があります。今でもロータリー活動に協力して頂い

てみえる方もお見えです。その方々にも誘いをして

いますがよほどの事がないと難しいのではないか。            
本日は皆様方の貴重なご意見ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の辞 ≪小椋 功 副会長≫ 

 

 点  鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当／クラブ会報委員会 安藤 武司 

次回例会のご案内 ８月１８日（土） 

 

・クラブアッセンブリー（３） 

・ガバナー公式訪問 Ａ分区合同 

例会変更（２２日繰り上げ） 

 

担当：会長、幹事 
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