
２０１７年８月７日（雨） 第１週 第２２０３回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Visitor 太田吉宣君、松浦正義君（尾張中央RC）

Guest 米山奨学生 権 貞恩さん他1名

Attendance

会員 ７９名 欠席 １４名 出席率 ７８．４６％

President Time 立松絹久 会長

皆様、こんにちは。台風5号がいよいよ四国に上陸しそ

うで、東海地方も風雨が強くなってきますので十分ご注意

頂けたらと思います。ゲスト並びにビジターの皆様ようこ

そあまRCにお越しくださいました。ごゆっくりおくつろぎ

ください。

8月は「会員増強･新クラブ結成推進月間」です。また本

日は会員増強委員会のクラブフォーラムです。伊藤正征委

員長の会員増強に対する熱い思いを語っていただき、あま

クラブ一丸となって50周年に向けて会員増強を推進して行

きたいと考えております。そのためにはどんな小さな情報

も提供して頂き仲間を増やして行きたいと思いますのでよ

ろしくお願い致します。短い時間ですが、伊藤正征委員長

の意気込みを語って頂、有意義な時間になればと思ってお

ります。

本日8月7日は鼻の日、だそうです。日本耳鼻咽喉科学会

が1961年に制定したそうです。また、バナナの日でもあ

り、バナナは特に旬はなく1年中食べることが出来るので

すが、8月は夏ばてで体力を消耗することから、バナナを

食べて暑い夏を元気に乗り切ってもらいたいと語呂合わせ

で日本バナナ輸入組合が制定したそうです。今でこそ果物

の中でも値段が安いバナナですが、明治36年に台湾から日

本に持ち込まれて以来、昭和の初め頃まではお土産品や、

病気の時にしか口に出来ない高級品だったようです。現在

では、子供のおやつとして、スポーツ選手の補給食として、

さらにはダイエット向きの食品としても注目されています。

これはバナナが1本（100g）あたり86キロカロリーで豊

富な栄養素を含みエネルギーが長く持続するためと言われ

ています。また、バナナには整腸作用があって、それによ

って免疫力を高めたり肌のコンディションを良くしたりす

ることが期待でき、さらに肌に好ましいビタミンB群を含

むバナナは若返りをサポートすることも期待されているそ

Today ８月２１日（第２２０４回）

担当 栗木和夫 ロータリー情報委員長

演題 新会員卓話

清水栄達君、池﨑晴美君、

竹田竜一郎君

Next Week ８月２８日（第２２０５回）

担当 立松絹久 会長

演題 ガバナー公式訪問

神野重行ガバナー（名古屋名駅RC）

津島RCと合同（ホスト あまRC）



うです。歳を取ると腸の弾力性が落ちて便秘がちとなって、

腸内のビフィズス菌の数も減っていきます。バナナは善玉

菌を増やす食物繊維とフラクトオリゴ糖を両方含み、整腸

作用のある難消化性でんぷんも含まれています。胃への負

担も少ないのでおすすめです。また、バナナには抗酸化作

用が期待されるポリフェノールや美容ビタミンと呼ばれる

ビタミンB群が豊富に含まれていますので美容にも最適な

フルーツだそうです。バナナを食べることで10歳も若返る

ことが出来るそうですのでどんどんバナナを食べて頂いて

若返って頂けたらと思います。簡単ですが、以上で本日の

会長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

Secretary Report 田邊正紀 幹事

１ 地区大会のご案内

日時 11月19日（日）（大会2日目）

場所 ウェスティンナゴヤキャッスル

※出席義務者以外で出席ご希望の方は事務局までお

知らせ下さい。

２ 立松絹久君に第1回米山功労者感謝状が参りました。

３ 浅野多喜男君に第26回米山功労者感謝状が参りました。

４ 黒野晃太郎君に第7回米山功労者案謝状が参りました。

５ 次週8月14日（月）はお盆による休会です。

６ 事務局お盆休みのお願い

8月10日（木）～16日（水）まで。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

西尾張分区ゴルフ大会実行委員会

太田吉宣君、松浦正義君（尾張中央RC）

本日、西尾張分区ゴルフ大会のご案内に参りました。

多くの方のご参加をよろしくお願いいたします。

立松絹久 会長

本日は会員増強委員会のクラブフォーラムです。伊藤

正征委員長、よろしくお願いします。

山田尊久 副会長

伊藤正征会員増強委員長、今日のクラブフォーラム、

よろしくお願いします。

田邊正紀 幹事

伊藤正征君、本日のクラブフォーラム、よろしくお願

いします。皆さん、会員増強よろしくお願いします

伊藤正征君

本日のクラブフォーラム会員増強、50周年に向け10

0名体勢で迎えるために、目標21名。会員の皆様、よ

ろしくお願いいたします。

北澤英一君

黒川君、土曜日はお世話になりました。

大西晃弘君

篠田正志年度理事会打ち上げにご参加の皆様、お疲れ

様でした。篠田正志直前会長、とても美味しく、とて

も楽しい企画を有り難うございました。

篠田正志君

前年度理事会打ち上げ参加の皆様、有り難うございま

した。

横井久雄君

篠田正志年度打ち上げ、伊勢・志摩グルメ旅行参加の

皆様、お疲れ様でした。全ての食事、大満足です。

本日は重点課題・会員増強のフォーラムです。21名の

新会員増強を目指し頑張ろう。

紅谷幸政君

篠田正志年度打ち上げ参加の皆様、お疲れ様でした。



稲垣秀樹君

伊勢・志摩グルメ旅行、楽しかったです。おかげで体

重が増えました。

伊藤英毅君

台風なのに出席して、会員増強のフォーラムに参加さ

れる皆様は素晴らしいロータリアンですね。

加藤文彦君

本日司会の加藤文彦です。昨日、青年会議所の事業で、

少年少女国連大使に任命された中2の息子が、ニュー

ヨークから成長した姿で帰国しました。頼まれ事は、

試され事。私も本日の司会、頑張ります。

加藤 徹君

篠田正志年度理事会打ち上げ、楽しかったです。バッ

チ紛失騒ぎ、ご迷惑おかけしました。皆様の優しさに

感謝です。

北島奈穂子君

山田幹夫君、先日は奥様にも大変お世話になりました。

有り難うございました。

渡辺君、楽しい盆踊りをコンコンさんと過ごさせてい

ただき、有り難うございました。

高山君、流し素麺有り難うございました。

栗木和夫君

篠田正志年度理事・役員慰労会、楽しかったですね！

有り難う。

児玉憲之君

台風5号、夕方に接近。皆様、気を付けて帰りましょ

う。

黒野晃太郎君

桑名の石取祭り、蟹江の須成祭とはしごをしてきまし

た。関西線の事故で大変でした。

水野 眞君

お陰様で今年も東別院で、広島原爆供養の鐘が撞けま

した。

篠田正志年度役員・理事の皆様より

篠田正志年度打ち上げグルメ旅行に行って参りました。

篠田正志年度も無事終了、ご協力有り難うございまし

た。

合 計 ６８，３７３円

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

会員増強委員会

委員長 伊藤正征君

会員増強の報告

１．ガバナー挨拶（神野重行ガバナー）

RCは、会員基盤がしっかりしている。会員増強は、数と

質の向上が大事である。

２．地区会員増強委員長挨拶（光岡新吾委員長）

今期目標 2760地区会員数5,000名。前期は、371名

入会し119名退会している。8月の会員増強月間に備えて

今日の内容を各クラブで説明をしてほしい。冊子「会員増

強ガイド」を参考にすること。特に女性会員を増やそう。

委員長今期方針3つ

１．現状を認識し、クラブとして10年後何名にしたいか？

（ビジョン）

２．多様性を受け入れよう（職業も幅広く）

３．退会防止に力を入れよう（楽しいクラブ運営を）

４．会員増強について（山崎克弥会員増強副委員長）

①現状把握クラブの平均年齢はいくつか？メンバーの年

齢構成は？5年後10年後、どのようなクラブにしたいか？

単年度ではなく戦略的に考えること。

②多様性については、若い人から退職された方、女性な

ど幅広く。

③個人的な活動ではなく、組織的に継続して活動する。

クラブ全体で取り組む。

2002年 世界 会員数 124万人

クラブ数 35,000クラブ

日本 会員数 87,000人

クラブ数 2,265クラブ

これからは、奉仕活動・例会の充実・会員の親睦が重要。

□会員のタイプ別

親睦に長けている人、研究熱心な人、リーダーシップが

発揮できる人、出席100％を継続している人、人脈ならこ

の人、奉仕が命の人□年代バランスの良い構成が大事。会

員の年代層幅が重要、長期的視野で年代に注目して、会員

増強をすることがクラブの継続につながる。違う世代の人

と交流できる楽しさが会員維持につながる。

□女性会員について

アメリカで1987年に女性会員が初めて認められた。現

在の女性会員の比率は、

世界平均 21.44％ 日本6.13％、 フィリピン32.54

％、カナダ32.19％。2750地区会員数4,903名（内女性

会員数 510名（10.4％））戦略計画で、2020年に女性



会員を20％にする。その頃世界は、30％になっている。

服部陽子氏がRCを30秒で説明を求められ、考えたRCとは

RCは、世界中に会員のいる国際的な組織で、地域社会での

奉仕活動、平和推進、ポリオ撲滅、奨学金など、様々な活

動を行っています。それぞれの職業において人格的に優れ、

職業倫理を高めるリーダー的存在を目指している人たちが、

RCの会員として仲間を作り、友好を深め奉仕活動に努めて

います。

□セミナーに参加して

私にとって、大変参考になりヒント満載のセミナーでした。

現状の評価から、あまRC会員増強への会員へ伝え、あまロ

ータリークラブ 50周年・100名体制を通過点として3年

後・5年後・10年後のあまロータリーを「会員増強ガイド」

冊子から地域にあった計画を立てようと感じました。

現在 79名 平均年齢 65.4歳

男性 77名、女性 2名

増強チーム編成をします。1チーム3名～4名。

26チーム編成

チームは年代別に、30代40代・50代・60代・70代以

上。

若手は情報収集、声掛け、ターゲットを絞ります。中堅は、

クラブの良さを語る。ロータリー歴20年以上の会員は、ク

ラブの歴史、深さを語る。落とし込みとしては、若手から

「仲間になろう」と熱く語る。

岩島チーム

①岩島②北島③田中（正）④宮下⑤後藤（袈）⑥水谷安紀

６名

神野チーム

①神野②黒野 2名

清水チーム

①清水②青本③横井 3名

竹田チーム

①竹田②加藤文彦③山田幹夫④横井⑤上田⑥篠田 6名

鈴村チーム

①鈴村②谷川③中島 3名

児玉チーム

①児玉②紅谷③伊藤秀樹④前田（由）⑤三木 5名

藤田（隆）チーム

①藤田（隆）②立松③田邊④後藤（眞） 4名

板津チーム

①板津②中西③稲垣④中澤⑤東海 5名

武藤チーム

①武藤②後藤（雅）③古川④松井 4名

真木チーム

①真木②大竹（敬）③加藤（徹）④山田尊久 4名

山本チーム 後日

篠田（正）チーム 後日

チームが出来ましたら、「インフォーマル・ディスカッシ

ョン・ミーテｲング」（家庭集会）を開催してください。3

名で会員増強の話をします。ランチでも構いません。食事

をしながら何回でも良いです。ゴルフをしながらでも、釣

りをしながらでも、ドライブでも、登山でも、カラオケで

も、映画でも。出来ることなら、何かを共有しながら話し

合い・語り合いをしてください。そこには、若かった時の

話、昔の話、未来の話、人生の話、懇親を深めてください。

そして最後に、チームとして会員増強をやる「腹に落とし

て」決めてください。「意志」やるぞ。

欠席者のチーム振り分けは今後の例会、委員会報告にて

報告発表。進捗状況も例会委員会報告にて報告していきま

す。優秀チームにて記念品授与。誰かがやるだろう会員増

強ではなく、全員参加型の会員増強。誰でも良い会員増強

でもなく、厳しい審査の上、あまロータリークラブに相応

しい、ご縁を宜しくお願い致します。


