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第1024回例会

平成23年５月19日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話「新入会員卓話」
宇都宮監浩会員
◎次回例会プログラム

ゲスト卓話「お茶のお話」
笹尾茶舗

笹尾辰治氏

前回
（1023回例会）
の記録
平成23年５月12日（木）
■ゲスト
なし

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
■ビジター
本日出席者 14名
出利葉康博君、山本洋一郎君、 欠 席 者 数 ９名
中野登君（中津RC）
出 席 率 60.87%
多田一三君、安田雅豊君
（中津中央RC）
◎ロータリーソング

君が代

奉仕の理想

◎会長の時間
会長 青木秀暢
大変楽しみにしていましたゴールデンウィークが
終わりまして、例年であれば自社は、工場に入り停
電作業ですが、今年は作業も少なく、例年になく休
ませて頂きました。
子供の日について少し私なりに調べましたところ、子供の日は世
界で制定されているとの事で少しビックリしました。
子供の日は、子供の権利を尊重し、成長を祝うことなどを目的
にした記念日です。国連の世界子供の日をはじめ多くの国、地域
で祝日が制定されていて、国により日付は異なりますが、旧共産諸
国を中心に６月１日としている国が多いようです。私の調べでは（43
カ国）、日本における国民の祝日の一つ５月５日になったのは1948
年（昭和23年）に公布施行されたそうです。
世界で子供の日はとても大切な「祝日」であると言う事がわかっ
たような気がしました。
◎幹事報告
幹事 土居孝信
●例会変更 中津中央RC 5/24（火）職場例会
善正寺、玖珠RC、別府中央RC
●週報受理 仙台RC、中津RC

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
４名
メイクアップ
１名
欠
席
者
３名
修正出席率 83.33%→

87.50%

●メイクアップ
大和（地区協議会）
●欠席者
川崎、長野（修）、渡邉
●報告事項
・ガバナー事務所より「定款細則セミナー」の案内
・ガバナー事務所より「災害復興プロジェクトについて」お知ら
せ
・ガバナー事務所より「救援物資送料について」お知らせ
・中津市暴力絶滅市民会議役員総会開催の案内
・ガバナー月信５月号配布
・5/6仙台平成RC義援金振込み￥600,000（姉妹交流積立金から
50万円、募金10万円）
◎本日のメニュー
ビーフカツレツと
グリーンピース
冷スープのランチ

◎委員会報告 なし
◎その他報告事項
・二反田副会長
FA Xにて、会員連絡表の確認をお願いしています。返信の程よろ
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しくお願いいたします。
次期クラブ協議会を5/23（月）に開催します。場所：グランプラザ
中津ホテル 時間18：30です。次期の理事役員の皆さんの出席をお
願いいたします。
◎ニコニコボックス 担当：クラブ管理運営委員会
○長野
（定）
会員
先週土曜日に家庭集会を開きましたが、その折の食事代金残り
をニコニコします。
○二反田会員
家庭集会合計４回、無事に終了しました。本日午前中、健康診
断に行ってまいりました。少し血圧が高いようですので、気をつけ
たいと思います。
○土居幹事
今回の３クラブ合同ゴルフコンペの成績は第３位でした。私は敢
闘賞、永松
（達）会員がドラコン、長野
（定）会員がニアピンの各賞を
頂きました。
幹事の任務もあとわずかとなりました。最後まで無事に青木年
度が終了することを願います。
◎クラブフォーラム
次年度会長・幹事・各委員会 活動計画引継ぎ【割愛】
◎ロータリー情報 担当：加来敏男
クラブのための 会員増強・維持サポート
国際ロータリーの長期計画は、３つの優先項目の一つとして「ク
ラブのサポートと強化」を掲げ、資格を備えた熱心な会員の勧誘
と維持の改善を図ることを目標としています。会員増強活動におい
ては、クラブと地区がパートナーとなって協力します。また、RIは、
オンラインの会員紹介プログラムを通じて、クラブの会員増強と維
持を支援します。2001年に導入されたこのプログラムは、クラブと
地区が会員候補者を見つける上で役立つとともに、再入会者を元
の所属クラブや新クラブに紹介したり、移転するロータリアンを移
転先の地域のクラブに紹介するためにもご活用いただけます。
強固なクラブ
会員勧誘
会員維持
会員候補者報告書式
会員紹介書式
ロータリアン移転書式
一般の人が提出
ロータリアンが提出 ロータリアンが提出
自己を推薦
他者を推薦
自己を推薦

プログラムの成功
オンラインのこのプログラムは、会員候補者や元ロータリアンを
クラブに紹 介する優れた方 法 であることが 実 証されています。
2002年以来、オンライン紹介プログラムの利用者、および関心を
寄せる会員候補者の数は、270パーセント増えています。問い合わ
せから入会に至ったケースを調査した結果、2004年から2008年
までに、オンラインの書式を提出した会員候補者や元ロータリアン
の少なくとも60パーセントが、クラブに入会したことがわかってい
ます。書式による問い合わせを受け取り、候補者と連絡を取ったク
ラブと地区の指導者からは、これら新会員の勧誘に成功したとい
う報告が寄せられています。また、これらの指導者は、入会者の
数だけでなく、質が高まったことを指摘しています。
「転送されてきた問い合わせの80パーセント以上が、正会員として
入会したか、入会を待っている状態です」 第5360地区ガバナー
（2009年６月）
プログラムの構成
会員候補者報告書式による勧誘
まだロータリアンとなっていない有資格者や、ロータリー財団と
RIプログラムの学友は、会員候補者としてクラブに直接連絡したり、
R Iウェブサイトから「会員候補者報告書式」を提出することができ
ます。このオンライン書式には、入会までのプロセスと資格条件が
説明されており、候補者の連絡先と職業を入力する形になってい
ます。
会員増強・維持を目的とする「会員紹介書式」と「ロータリアン移
転書式」
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2009年６月、RI理事会は、
「一人ひとりが実践しよう：会員の勧
誘と維持」
（“Each Rotarian: Reach One, Keep One”）という
会員増強のスローガンを採択しました。
このスローガンは、ロータリー・クラブに新会員をもたらすと同
時に、維持するという第一目標を強調するものです。各ロータリア
ンは、
「会員紹介書式」と「ロータリアン移転書式」を用いて、ロー
タリーの会員増強と維持を直接に支援することができます。
会員紹介書式は、ロータリアンが、自分が所属するクラブ以外
のクラブに会員候補者を推薦するための書式です。以下のような
人々は、会員候補者となる資格を有している可能性があります。
・友人、仕事仲間
・例会の卓話者
・あなたの町、地区、国以外の場所に住むRIやロータリー財団プ
ログラムの学友で、ロータリー・クラブにおいて専門知識や技
能を生かすことができる人
・移転したロータリアンで、ほかのクラブに知り合いがいない人
・あなたのクラブの所在地域以外に住む家族や親戚で、ロータ
リーの「超我の奉仕」の理念を理解している人
ロータリアン移転書式は、以下を目的としています。
・移転が理由で現在のクラブに在籍できなくなったロータリアン
・地元クラブへの再入会を希望する元ロータリアン
・移転はしないが、スケジュールの都合や他クラブの活動への関
心などにより、クラブを変える必要のあるロータリアン
「会員を紹介してもらい、本当に感謝しています。思いがけなく新会員
を見つけられたことがきっかけとなって、ほかの会員たちは、これま
でよりも積極的に新会員探しを行うようになりました」第9680地区会
員増強委員長（2009年４月）

移転のためクラブを退会し、まだ新しいクラブに入会していない
ロータリアンがいる場合、
「ロータリアン移転書式」に記入するよ
う奨励されています。
推進方法
・クラブのウェブサイトまたはブログにバナー広告を掲載し、オン
ライン書式のリンクを貼る。
・ニュースレターに印刷広告を掲載し、www.rotary.orgからオンラ
インで入力できる書式を紹介する。
・RIのウェブサイトや会員に関するビデオを鑑賞し、
「会員候補者
報告書式」に記入するよう会員候補者に勧める。
・会員増強活動に関してクラブで話し合う際に、このパンフレット
またはダウンロードが可能な「会員紹介書式」や「ロータリアン
移転書式」を全員に配布し、ロータリーの会員紹介プログラムに
ついて知ってもらう。
プログラムの管理運営
書式の手続き
R Iは、提出されたすべての「会員候補者報告書式」
「ロータリア
ン移転書式」
「会員紹介書式」を審査します。記入漏れがなく、
会員資格を備えた候補者からの問い合わせのみが、地区に転送さ
れます。
その後、
候補者に連絡を取るかどうかを地区が決定します。
入会希望者への対応
クラブ会長は、地区から転送されてきた各会員候補者からの問
い合わせをよく吟味し、会員としてふさわしいと思われる場合には、
候補者に直接連絡を取るよう奨励されています。これまでと同じく、
候補者を入会させるかどうかは、クラブの裁量に委ねられています。
クラブの概要を説明するため、クラブのパンフレットを作成したり、
簡潔な紹介文（スピーチ）を用意しておくことをお勧めします。入会
を希望する候補者に送る標準Eメールの文面を作成する場合には、
次のような内容を盛り込みましょう。
・ロータリーへの入会に関心を寄せたことに対する感謝の意
・クラブの概要（組織としてのロータリーの使命と人道的目標の
簡潔な説明、最近のクラブ・地区プロジェクト、典型的なクラ
ブ・地区活動など）
・クラブの例会情報（クラブ名、例会時間、会場）
・そのほかのリソース（クラブと地区のウェブサイトのリンク、
ロータリー出版物のリンク）
・入会までのプロセス
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