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■ 会 長 報 告        玉木 潤一郎君 

本日は法月ガバナ

ー補佐にお越し頂

きました。とても

増強に熱心ですが、

会員増強は全ての

活動の根幹です。 

 

財団セミナーに行ってきました。 

いろいろ勉強になり、みんな会長をやる前に

財団委員長を経験すべきです。 

 

藤枝市で感染者が出ましたが、北村市長談話から

感染経路と濃厚接触者が特定されており、休校

などもせず日常生活を維持できそうです。 

例会は開催しますが、ご自分の体調次第で無理

なさらないように。 

  

本来なら今週からオリンピックでした。 

また気楽にオリンピックの話ができるような

社会になることを願っています。 

 

■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／40 92.50％ 37／40 92.50％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 鈴木舜君 仲田晃君  

■ ビ ジ タ ー                      

国際ロータリー第 2620地区 静岡第 4グループ 

       法月 昭治ガバナー補佐 

国際ロータリー第 2620地区 静岡第 4グループ 

       渡仲 義雄ガバナー補佐事務局長 

 

■ スマイル B O X         仲田 廣志君 

・法月ガバナー補佐よくいらっしゃいました。 

心より歓迎いたします。       村松 英昭君 

スマイル累計額 ２５ ，０００円 

★ガバナー補佐クラブ訪問  （期首） 

国際ロータリー 

 第 2620地区 

静岡第 4グループ 

法月 昭治 

ガバナー補佐 

（焼津南 RC） 

 

皆様こんにちは。 

私は本年度２０２０～２０２１年度国際ロータ

リー２６２０地区静岡第４グループのガバナー

補佐を拝命致しました焼津南ＲＣ所属の法月昭治

と申します。 

今日は渡仲事務局長とお邪魔致しました。 

今年度のガバナー補佐訪問の第五番目の訪問先が

藤枝ＲＣさんです。 

 

本年度荻原ガバナーより、ガバナー補佐はガバ

ナー公式訪問の２週間前までに各クラブを訪問

して、ＲＩテーマとガバナーの方針を説明して、

その後クラブ協議会を開催してもらい、その

様子をガバナー事務局に報告するよう依頼

されております。クラブ協議会のテーマは「会員

増強と維持」です。クラブ活動が始まったばかり

のお忙しい例会時ですが、宜しくお願い致します。 

 

さて本年はコロナ感染の影響で３月４月５月に

行われる予定の、会長エレクトセミナー、地区

研修・協議会等もすべて中止になり、代わりに

ＤＶＤを見ながらの自主研修となりました。

会長さんも情報量が少ない中でクラブの計画等

立てるのにご苦労されたと思います。 
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それでは最初に２０２０～２０２１年度のＲＩ

テーマを紹介いたします。 

ＲＩ会長ホルガー・クナーク氏の２０２０～

２０２１年度ＲＩテーマは「ロータリーは機会の

扉を開く」です。ロータリーとはクラブに入会

するというだけでなく、奉仕プロジェクトを

通じて会員自身や受益者の人生をより豊かにする

ための「無限の機会への招待」です。 

ポリオ撲滅のような大規模なものから地域の

ささやかなプロジェクトまで、奉仕する機会への

扉を開いてくれます。世界中の友人たちと共に

より豊かで意義ある人生への機会の扉を開いて

くれるということです。 

 

次に荻原ガバナーの地区運営方針と地区目標を

紹介いたします。 

荻原英生ガバナーの地区運営方針は 

１．国際ロータリーとの連携の上にノーブレス・

オブリージュを自覚する。 

ロータリアンは「選ばれし者である」という

誇りを持ち奉仕活動は「選ばれし者の義務」で

あるとのことです。 

２．クラブ主体の地域振興 

３. 地区内クラブ支援 

４．増強は最大の社会貢献である。各クラブで

純増３，５％を目指す 

 

地区目標 

１．クラブ活性化ワークショップ（元気なクラブ

にするワークショップ） 

①会員増強・維持 

②ロータリーの公共イメージの向上 

③ロータリー財団補助金の積極的活用と寄付へ

の理解・推進 

④ポリオ根絶を歴史の１ページに（ロータリーの

対外的最優先事項） 

２．クラブは奉仕の母体―大きな課題は近隣

クラブと協力しよう 

３．地区セミナーと委員会・委員を積極的に

活用しよう 

・ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）の

運用活用 

・地区委員をクラブ（卓話）にお招き下さい 

４・米山記念奨学事業への参加と支援を通じて

クラブを活性化しよう 

５・日本のロータリー１００周年（２０２０年

１１月２４日）を祝い、つぎへの一歩に向けて

ＲＩと連携しよう 

６・ＩＴ活用の促進 コロナの影響で身近な

ものになりました。 

７・米山梅吉記念館の利用と支援 

 

今年度はこの中に特別な事業が二つあります。 

一つ目は日本のロータリーが１００周年を向える

ことです。 

歴史的な節目を一緒に味わい未来に向けて日本の

ロータリーがどうあるべきかを一緒に考えて

もらいたい。 

二つ目は今年度地区研修委員会委員長の松村友吉

パストガバナー（焼津ＲＣ）が推進しています、

昨年から２６２０地区でスタートしたＲＬＩ

ロータリーリーダーシップ研究会が、本格的に

導入されます。ＲＬＩ方式の研修を行い人材

育成してロータリー活動をしてほしい。 

以上大変かいつまんだ紹介の挨拶になりましたが

今年一年宜しくお願いいたします。 

 

今日は短い時間ですが増強・維持をテーマにした

クラブ協議会をお願いします。 
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■ ク ラ ブ 協 議 会                  

 

会員増強維持 

     委員会 

 委員長 

  平野 純也君 

 

 

「地区協議会の報告と藤枝クラブの現状について」 

 

本年度（荻原年度）の会員増強維持委員会地区目標 

・ロータリアンはただの知人ではない。 

友人であり、仲間であり、同士である。 

・各クラブで増強計画を作成しよう。 

・ガバナー補佐が担当クラブの増強活動を把握 

支援し、各グループで純増 3.5％を目指し、 

地域を上げてロータリーを推進しよう。 

 

本年 3月末現在   2946人 

3.5％目標達成   3049人 

今年度地区会員目標数 3050人 

 

2018年～2019年会員数の増減 

増加 158,000人 

減少 164,500人 

52％が入会後 3年未満に退会している  

 

入会前には好印象の割合 90％が、入会後一生

会員でいるかという質問に 44％しかない。 

ロータリーの入会を知人へすすめたい・・・半数 

  

2620地区の会員増強の維持の取り組み 

2019 年 7 月 1 日～2020 年 3 月 31 日までの

入会者数と退会者数について 

入会者数 149人、 退会者数 140人 

 

なぜ退会するのか？ 

・費用や時間の負担 30％ 

・クラブ環境    23％ 

・期待と違っていた 19％    

●入会前に正直に説明する必要がある。  

●数字にこだわるのは良くない。 

現会員を維持し、クラブにふさわしい人入会して

もらうことが大事 

藤枝クラブは、現在、新型コロナ感染症の関係で、

今年度は新規会員の話は出ていない。 

 

クラブ管理運営 

委員会 

 委員長 

  山田 賀昭君 

 

 

クラブ管理運営委員会の委員会担当部門を発表

いたします 

1.会場運営担当 リーダー 山田  

副リーダー 松葉会員 

例会の運営、設営業務を担当します 

２.プログラム担当 リーダー 内田会員  

副リーダー平会委員 

 年間４３回の例会開催でのプログラム担当、 

ご案内をします 

3.親睦担当 リーダー 増田会員  

副リーダー 八木会員 

年間 ５回の親睦例会を開催いたします 

月の第一例会にて 会員誕生日 配偶者誕生日  

結婚記念日を運営いたします。 

４.出席、スマイル担当 リーダー 仲田会員 

 副リーダー 小西会員 

 例会での出席報告 スマイルの発表  

 出席率は 85％以上を目標 

  スマイルは年間総額の２０％向上を目指します。 

5.保険担当 リーダー 柳原会員 

 副リーダー 村松会員 

 会員、ご家族様の健康のために医療情報の 

提供、指導を担当 

委員会の基本方針は 会員相互の交流が充実する

運営を目指し出席率の向上に努めます 

会員拡大につきましては、入会候補者には藤枝

ロータリークラブの例会にご案内し、会員との

交流しロータリークラブを理解していただける

よう設営致します、会員増強維持委員会との

連携して増強活動をしていきます。 

クラブ管理運営委員会 一同頑張って進めて

まいります。 

みなさんからのご指導・ご鞭撻いただけますよう

宜しくお願いたします 

 

 

奉仕委員会 

 委員長 

  菅原 慎司君 

 

増えている 
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ロータリー 

プログラム委員会 

 委員長 

  中田 充君 

 

  

ロータリープログラム委員長の中田です。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を 

受けて、現状８月末までは 各小委員会の活動が

やむを得ず中止となっています。 

しかし、6月 23 日付けでエレクト事務局より、 

インターアクト関係者（クラブ顧問の先生）に 

年鑑資料作成の依頼が届いています。今後は、 

顧問の先生と連絡を取りながら、内容を確認して 

行きたいと考えています。 

 

委員会の基本方針は、《インターアクトクラブ 

活動へのサポートを通じ、生徒との交流、連携を 

より深めて実りあるものとしていく》ことです 

ので、この先の 進め方として、生徒の健康と 

安全を第一に考えながら、先ずは学業を優先して 

頂き、混乱している現場の情報を共有しながら、 

顧問の先生と連携を取り、アフターコロナ・

ウイズコロナにおける活動を模索して行きたいと

考えています。 

 

今年度活動が始まりましたら昨年同様ご支援、 

ご協力頂きながら進めたいと 考えていますので、 

何卒宜しくお願い致します。 

 

 

ロータリー財団・

米山記念奨学委員会 

 委員長 

  松葉 隆夫君 

 

 

財団は、お金を集めるのが主な仕事です。集めた

お金をいかに上手く世界の人たちに奉仕をするか

というのが目的です。その中でポリオもありますし、

昨年のさわやか健康ウォーキングも財団より

補助もあり安心です。それから毎年話は聞いて

いるのですが、財団や奉仕は何かという冊子を

もらってくるのですが、あまり意味が分からな

い部分が多くあります。 

玉木会長が財団月間の時に、財団の委員の方を

呼んでぜひいろいろ説明をしてもらいたいと

思っています。玉木会長がぜひやりましょうと

言って頂けたので、11 月に予定したいと思います

ので、その際に詳しく理解していただきたいと

思います。 

それからもう一つはカードを作るようにと、富士の

方の女性の方でセミナーを 4 回ほど聞いている

のですが、藤枝は静岡第 4 グループの中で下から

4 番目です。ロータリーカードも種類があり

まして、今度藤枝 RC でもカードを作成する

のですが、カードを使うと 0.3％がロータリ－

財団に振り込まれるようです。個人カードで

利用しても何千万というお金が返ってくるそう

ですので、皆さんもぜひカードに入って欲しいと

いうお話でした。ロータリー財団のやつはもの

凄いお金が集まっていて、それを上手く流用して

財団でいろんなものにお金を使う。今までの

一番は、ポリオに使う。あと残りわずか三十何名

だと思います。それぐらいに減っているようです。

国があと二か国くらいのようです。これを 0 に

したいという事で頑張っています。そのお金が

非常にかかっている事も聞いております。先ほど

の会長のお話の中で、会長をやる前に財団を

やった方が良かったというお話がありましたので、

私のように会長を終わった者でなく、これから

やる人が担当した方が教育にもなり、いろんな

ことができるのではないかと思います。現状

カードを作るのにも必死な状態で、今日は平野君が

家に来てくれるそうです。私達の年代では、

パソコンも出来ない人が多く諦めてしまう人も

いると思いますので、そういう面でも若い人に

手伝ってもらえると増えるのではないかなと思い

ます。11 月の財団月間の際に、委員の方に来て

もらい説明を聴いてもらえれば理解できると

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

増強・維持・新会員 

担当リーダー 

  大塚 高弘君 
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《７月～８月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／北島君） 

月 火 水 木 金 

20 21 22 23 24 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

9：30～ 

16：00 

閉局 

 

閉局 

 

27 28 29 30 31 

閉局 

 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

3 4 5 6 7 

閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

17 引き継

ぎ書：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

10 11 12 13 14 

閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 

 

17 18 19 20 21 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

09：30～ 

16：00 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

24 25 26 27 28 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

09：30～ 

16：00 

閉局 

 

閉局 

 

31     

10：00～ 

16：00 

    

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 

四つのテスト 

ソングリーダー…… 内田 寿美君 

ソング…… 我等が藤枝ロータリー 


