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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。 

三条夏まつり、大花火大会も

終わり、季節は旧暦では立秋

に入りました。台風５号が本

県に接近して来て、今夜から

明朝にかけての大雨に注意

との注意報が出ています。 

夜遅くまで出歩かないで、早めに家に帰った方が

いいみたいですね。 

先週はガバナー公式訪問行事、クラブ協議会、歓

迎会に出席いただきありがとうございました。 

おかげ様で協議会、懇親会の両方とも滞りなく終

わり、新保ガバナーから皆さまへの感謝とお礼の

あいさつをいただいております。 

８月５日長岡市で開かれた、２５６０地区主催防

減災セミナーに出席してきました。「そなえよ、

つねに」の意識のもとに、地域協働ネットワーク

の仕組みの説明と支援セター構成団体代表の紹

介が主たる内容でした。ロータリークラブ単会の

役割は、具体的に支援できる技術や物資やサービ

ス等をまとめて、地区支援センターに登録をお願

いしたいとのことです。 

本日の例会行事は、会員増強月間ということで、

丸山 勝会員増強委員長の卓話です。ゲストなし

での卓話ですので、丸山委員長の独演を楽しみに

しています。 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック組

織委員会は８月１日からマスコットキャラクタ

ーを Webでの一般公募を開始しています。締切り

は１４日で２２日から審査。３，４作品を最終候

補とした後、全国の小学校の学校単位による投票

を１２月１１日から来年１月１９日間で実施。来

年２月上旬に採用作品を発表する予定。 

本日の行事：「会員増強拡大月間」 

◆本日の出席：６５名中４１名    

◆先々週の出席率：６５名中４９名 75.38％ 

          （前年同期 87.69％） 

◆７月の出席状況：会員数６５名例会数４回 

        平均出席率 80.77％ 

        前年同月 87.67％ 

 

◆本日のビジター： 

  ＲＩＤ2560ライラ委員長 

尾田一雄さん（新発田城南ＲＣ） 

    

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ８月２日三条ＲＣ 中條耕二、山崎 勲 

落合益夫、岡田 健 

   ５日ロータリー防災セミナー（長岡） 

          渋谷義徳 

   ７日三条南ＲＣ  

          石川勝行、山崎 勲 

          中條耕二、高橋彰雄 

   ８日雑誌委員会 森  宏、早川瀧雄 

           石川友意、梨木篤史 

◆８/１記帳受付：（敬称略） 

 三 条ＲＣ 菊池 渉、中村和彦 

       丸山行彦、斎藤弘文 

 三条南ＲＣ 渡辺久晃、広岡豊樹 

       石山昌宏、渡辺俊明 

       長谷美津明 

 三条東ＲＣ 小林昭雄 

    

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1464 

 ・ロータリーの友８月号 

 ・ガバナー月信８月号（閲覧） 

 ・10/29オーケストラ公演チラシ 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．８ ．８    　　　　　　累計№１４６５ 　　当年№６

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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応募資格は日本国籍保有者と日本在住の外国人で、４月１日時点で１８歳以上が対象。１８歳未満

でも条件を満たす代表者がいれば１０人以内のグループでの応募が可能になっています。この決定

方法について、「選ばれたものが人気アニメのキャラクター似のマスコットでいいのか」「大人審査

の逃げ」だなどの批判がでています。皆さんはこの決定方法をどう思われますか。その前にキャラ

クター公募に応募してはどうでしょう。私の会社は応募してみます。 

マスコットキャラクターについて少しだけ調べてみましたところ、

新潟県内自治体で使っているマスコットキャラクターは４０作品あ

ります。身近なところで県央地域のキャラクターを紹介します。三

条市環境マスコットキャラクター“エコちゃんサンちゃん”燕市“き

ららん”弥彦村“スピーディア”寺泊“まりんちゃん”。寺泊の“ま

りんちゃん”については、当社の企画提案が採用され着ぐるみも製

作しました。近隣のマスコットを知っておくことは、何かの役に   

きららん   たつかも知れないと思い紹介させてもらいました。       エコちゃんサンちゃん 

暦のうえでは立秋に入っています、暑中見舞いから残暑伺いに変

わります。次週の８月１５日は休会です。お盆の期間中怪我や事

故の無いよう過ごされ、次回例会で元気に顔合わせをしましょう。 

会長挨拶をおわります。ありがとうございました。 

         スピーディア 

まりんちゃん 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・新保ガバナーより 公式訪問 お礼 

・吉田正記念オーケストラより  

元気が出る！オーケストラコンサート公演チラシ配布のお願い 

             10月 29日(日) 於：見附市文化ホールアルカディア 

理事会報告：第２回平成２９年８月８日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

斎藤 正、石川友意、岡田 健、花井知之、西村 護、外山裕一、今井克義  

                        出席数１４/１５（内委任状２名） 

協議事項１.ガバナー歓迎会決算報告    承認 

     2.尾木直樹氏講演会の件    承認 

      3.九州北部豪雨義援金依頼の件 承認 

       会員＠１０００×６５名 スマイルＢＯＸより支出 

      4.報告事項          承認 

      ・川瀬ガバナー年度地区大会記念ゴルフ大会副実行委員長に佐藤義英ゴルフ同好会会

長を推薦 

      ・ライラ研修生 シンワ測定２名・三条印刷１名を推薦 

委員会報告 雑誌委員会 

本日ロータリーの友８月号が配布されていますので紹介します。縦組み１５頁「夏は痛風発

作に注意」鳥取県の内科の先生が書かれています。名前が私と似ているところも親しみを感

じました。是非お読み下さい。 

 

ＲＩ第 2560地区ライラ委員長 尾田一雄様より 

以前にもメークアップに伺い、知り合いの方にお会いできて嬉しく思っています。わけ

ても中條ＰＧのお元気なのは私にとって最高の喜びです。 

今日はライラ研修のお願いに伺いましたが、先ほどの幹事報告で研修生が決まったとい

う事ですので私の言う事は何も無いのですがインターアクト、ローターアクトの大会等
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にははそれぞれ組織がありますが、ライラにつきましては１８歳～３０歳の方は誰でも参加できま

す。が人数が集まらないと困るということでお願いに伺いました。何名でも歓迎しますのでよろし

くお願いします。 

各ＲＣ研修生２名で計画しましたが、会場が胎内ですので、上越地区のかたは参加しづらい様に思

います。近隣のＲＣから多くの参加をお願いに伺いました。リーフレットを会長さんにお預けしま

したのでよろしくお願いします 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス８日現在累計１０２,０００円＊＊＊＊＊＊ 

岡田  健君 殺人的な暑さです。熱中症に気をつけましょう。 

田中耕太郎君 ＢＯＸに 

石川 一昭君 台風が近づいています。今日は本寺小路は控えて早く寝て下さい。 かしこ 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス８日現在累計１９１,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

早川 瀧雄君 台風５号の影響、これから新潟県北上ですが無事に通り過ぎるよう祈ります。 

高橋 彰雄君 協力します。 

本田 芳久君 米山ＢＯＸに協力！ 

石川 友意君    〃 

田中耕太郎君    〃 

坂内 康男君 ＢＯＸに協力ありがとうございます。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス８日現在累計１４３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 丸山会員増強委員長、本日は一人独演宜しくお願いします。 

石黒 隆夫君 先週はガバナー公式訪問に出席ご協力頂きありがとうございました。 

松山 浩仁君 今年度６回目の例会ですが、６回中３回警報が出ています。皆さん十分ご注意下さ

い。 

中條 耕二君 新発田城南ＲＣ元会長 尾田一雄さんようこそ心から歓迎します。 

米山 忠俊君 ８月会員増強月間、丸山 勝委員長のご指導宜しくお願いします。 

森   宏君 娘の友人がスペインから遊びに来て（なぜか男性）英会話で楽しいひとときを過ご

しました。 

小林 繁男君 丸山委員長、楽しみにしています。ＢＯＸに協力 

落合 益夫君 にこにこＢＯＸのテーブルですので協力 

田中耕太郎君 ＢＯＸに 

羽賀 一真君 また台風が近づいています。自然災害に逆らう事はできませんが、人間がで

きる範囲の中での防災は心がけていきたいと思います。 

 

本日の行事：「会員増強月間」 会員増強委員会 丸山 勝委員長 

当クラブの渋谷会長は 6 名の

増強を地区ガバナーと約束を

しました。そのためにはまず

会員一人一人が増強委員であ

る。 

これは会員の責務である。 

今の現状では平成 8年から平成 24年（16年間）

でロータリー会員は 4 万人が退会しました。 

このままのペースだと日本のロータリーの会員

数は平成 49 年では 3 分の 1 になり、平成 60 年

には 4 分の 1 になりうる。 

日本の人口は平成 60 年には 3800 万人、減少す

ると言われていますので、会員減少は確実に起

きます。ロータリアンの会員数は人口密度で言

えば全国平均では 1 万人当たり 7.03 人です。三

条では4クラブで 202人ですので約 20.2人大き

く上回っています。良い方なのですが、逆に言

うと会員の増強は至難の業です。 

会員の皆様には会社関係、取引先関係等に声掛

けし多くの人を推薦して下さい。色々な会合等

でも同様に勧誘をお願いします。また入会でき

ない人の理由をよく聞きそれを当委員会に教え
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て下さい。入会できない理由を多く集め当クラ

ブ（理事会）で検討し、出来うるならばより会

員が入りやすい様にすれば良いのではないかと

思います。全国のクラブでは入会金、年会費、

例会日の回数等変えて増員しているクラブもあ

ります。 

会員の皆様には何度も言いますが会員増強は責

務（義務）ですので一人でも多くの人に声掛け

し、入会員候補者をお願い致します。渋谷会長

の方針である純増 6 名を達成できるよう宜しく

お願いします。 

 

渋谷 義徳会長 

丸山委員長の言われた通りですが、ターゲット

を作らなければ獲得もできない訳です。 

収支予算でも今年末（１２月）までに３名の新

会員を見込んでたてています。物事を成就する

為には４倍の候補を挙げなければ獲得は難しい。 

若い人に聞いたら「ロータリークラブは定年が

無い」という事が断る為の逃げ道になっている

ようです。 

皆さんも色々な会合に出席されると思いますが、

隣に座った人に「何か（どこか）入っている？」

という声かけからスタートだと思います。一つ

の例ですが、石川一昭会員の入会のきっかけは

入院していた隣のベットに北ＲＣの会員が入院

されていてたと言う事だそうです。私も、たま

たま柄沢会員のホールインワンのお祝いに伺っ

た時の雑談がきっかけでした。 

候補としてあげて頂くときはご本人の了解を得

ていなくていいのです。誘ってみようかなとい

う段階で理事会を経てクラブの会員に問い合わ

せをします。クラブ会員の了解を得てから候補

者に正式に入会の話をします。 

いずれにしても皆さんから候補を挙げて頂かな

いと前に進めません。上半期で３名の入会を決

めて頂き、年度末では目標の７０名を達成した

いと思います。 

私も色々な団体に所属していますが、どの会も

まず会員増強が必須となっていますが、大半の

会員が対岸の火事のような感じです。財政にも

影響してきます。又、若い会員を増やすために

も、是非入会の浅い会員の皆様もお声かけをお

願いします。

 

ガバナー月信８月号抜粋 

「会員増強月間によせて」 2017-2018 年度 ガバナー 新保清久（新潟万代 RC） 

今年も暑い夏になっております。また日本各地で、地震や風水害等々自然災害が続 

いており、不幸にも被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 

さて、8 月は世界中のロータリアンがあらためて会員増強の意義を考え、取り組む月間です。 

ＲＩは、会員基盤の多様化を促進するために女性会員と若い会員の入会を推奨しています。 

当地区の会員数は、ここ数年間、2100 名前後で推移していますが、今年度は、100 名の純増で、

2200 名の達成を計画しております。 

目標の達成には、クラブの活性化と会員の満足度を上げることが必要です。 

今年の 5 月に約 60％の会員からご協力を頂き、会員満足度調査を実施いたしました。 

結果は、会員満足度で 100％のクラブがある一方 50％台のクラブもありました。 

アンケート結果は、８月号に掲載されておりますので、クラブ運営を改善するための貴重な資料と

して役立てていただきたいと思っております。 

元気なクラブは、活発に奉仕活動がなされており、入会希望者が集まりやすいといわれます。 

当地区では、「クラブと地区の変革をめざそう」を今年度の目標にして、地区とクラブの活性化と強

化を目指しております。 

会員増強委員会を独立させて山本パストガバナーに大委員長をお願いするとともに、戦略計画推進

委員会の新設と広報・公共イメージ向上委員会を強化して、クラブの基盤強化に努めております。 

さらに広報・公共イメージ向上委員会で、クラブが行なっている地元に密着した奉仕活動を広報で

きるようにしてまいります。 

最後になりますが、各クラブの増強目標の達成を祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

 

※ガバナー月信は２５６０地区ＨＰで閲覧できます。又、例会場入り口にプリントアウトして置い

てあります。ご覧下さい。また必要な方は事務局までご連絡下さい。 


