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出席報告
会員数 107 名
出席数 59 名 欠席数 43 名
出席免除会員 5名 名 荒川(雄)君 杉原（弘）君

新納君 佐田山君（有） 宮本（守）君

出席率 59.43 ％
ビジター
メークアップ
会員31名（9/22 5RC親睦ゴルフ大会） 会員2名
（9/25第2グループ会長幹事懇談会 ANAクラウンプ
ラザホテル米子） 古杉君（9/27クラブ米山記念奨学
委員長研修会 アークホテル岡山）
今週のお祝
夫人誕生祝： 1日 古杉 淳君 7日 内田良一君

【 生涯の友と共に、扉を開く 】

ロータリーは機会の扉を開く
ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

幹事報告
1.本日例会終了後、臨時総会開催
2.米子松蔭高等学校インターアクト部へのバザー品
提供、臨時総会終了後締切

3.9/16・23・30 休会
9/30観月夜間例会（阿南南ＲＣ交流）休会
10/1阿南南ＲＣとの交流ゴルフコンペ中止
次回例会10/7 クールビズ終了 ネクタイ着用

4.9/26第19回中海体験クルージングのお知らせ
（NPO法人中海再生プロジェクト事務局より）

5.米子がいな祭「クラウドファンディングの取組」に
ついてのお願い （米子がいな祭振興会より）

6.12/12第41回米子市民余芸大会開催中止の
お知らせ （山陰中央新報社 米子総局より）

7.例会変更のお知らせ
米子中央RC 9/10・24・21 休会

ビジター受付なし
米子 9/25（金） 休会 〃
境港 9/29（火） 休会 〃
倉吉東 9/24（木） 休会 〃
鳥取中央 9/28（月）⇒9/19（土）納涼家族例会

⇒休会 ビジター受付なし
松江 9/23・30（水）休会

ビジター受付 12：00～12：30
松江東RC 9/24（木）休会 〃

11日 堀 秀晃君 12日 長棟信泰君 19日 細
田 耕治君 21日 宮本 守君 23日 岩岡三男
君
結婚記念日祝：10日 河口正明君 11日 西村
偉君 13日 松浦啓介君 19日 松浪昭二君 21
日 西村弥子君 23日 小田浩一君 堀 秀晃君
26日 足立 慶君
スマイルBOX 47,0000 円 （390,000 円）
本人誕生祝：小林君、鷲見君、田淵君、髙橋君、梅
田君 夫人誕生祝：岩岡君、小林君、小椋（賢）君、
髙橋君 結婚記念日祝：鷲見君、髙橋君 創立記念
日祝：長谷川（渉）君、木美君、諸遊君、髙橋君君、
鷲見君 先週、結婚のお祝いを頂きありがとうござ
いました。：森田君 次男が結婚しました。：梅田君

会長挨拶
クラブ運営の話をさせていただきます。
親睦活動委員会の方が、夜間例会などの委員会活動が行

えないため重複帰属にしていただき、他の委員会活動に参加
できるように致しました。夜間例会についてですが、9月30日
に予定しておりました徳島の阿南南ロータリークラブをお招き
しての夜間例会は中止とさせていいただくことになりました。
阿南南ロータリークラブにつきましては前回訪問した際に、私
も含めまして大変にお世話になりお返しをしなければならない
と理事会でも多くの意見をいただいております。今年はコロナ
で出来ませんが来年は再度お越しいただくという方針に会長
名でお伝え致しました。
次にメークアップの考え方などの問い合わせが多数ありまし

たので、私の方針をお伝えいたします。例えば野球部などの
練習試合などしたがメークアップになるかという問い合わせが
ありましたが、活動についてクラブが承認しているゴルフ活動
などのメークアップは今年度は承認しようと思います。
作文コンテストは今年度、我がクラブが唯一出来る大きな事

業です。表彰式なども間隔を空けるなどして工夫をすれば大
丈夫だと思います。この度のコンテストのテーマはコロナの影
響もありましたので、「家族」をテーマにしたいと考えておりま
す。審査委員長には昨年入会した豊島会員がいいのではな
いかと思います。本人にも快諾をいただききました。以前は直
前会長がしていましたが豊島会員が教育に携わっていたとい
うこともあり我がクラブにはそのような人材がいるということで
いいのではと思います。



＜本日のプログラム＞
「ロータリーの友」紹介

雑誌委員会 井上雄介サブリーダー
8月号
横書きP3 ＲＩ会長メッセージ

P7 特集 私がロータリーを続ける理由、
そしてその魅力

P12 もっとも重要な局面で超我の奉仕を
実践する職業人たち

P18 2020年 バーチャル国際大会
P34 写真でつづる100年

日本のロータリー[11]
9月号
横書きP3 RI会長メッセージ

P12 特集 9月はロータリーの友月間
P18 ロータリー雑誌の仲間たち
P20 侃々諤々
P35 連載コミック：ポール・ハリスとロータリー

第2章５カ年の「愚行」（前半）
P47 台北国際大会 ちょっと一息

縦書きP24 ロータリーアットワーク
P4 2019年11月9日 国際ロータリー

第2720地区 地区大会記念講演要旨

「会員増強について」
会員増強・維持委員会 松浦啓介リーダー

今年度の目標として最終的には純増１を目指し

てしっかりとやっていきたいと思っていますが、会
長方針の中に”生涯の友”というキーワードであげ
ていらっしゃいますので、数だけではなくて質も大
事にした会員拡大を推進していきたいと思います。
本来ですと8月が会員増強・維持月間ですが、先

日の例会がなくなってしまいましたので今月という
ことで始めさせていただきたいと思います。
皆さんの入会のきっかけは何だったでしょうか 。

私自身は青年団体の流れで今この場にいますが、
入会して良かったと思っておられるでしょうか。
私は入会して8年たちますが、まずは作文コン

クールとか50周年の時には対外事業をさせていた

だき、地域の子供たちとか教育の方々に触れ合う
ことができ、とてもよかったと思っています。そして
野球やお茶、トライアスロンに参加させていただい
たり、暗中模索のゴルフ、さらには昨年度の納涼
夜間例会においてバンドでデビューさせていただ
きました。世代を超えた会員同士の親睦がある米
子東ロータリーに入会させていただいて本当によ
かったと思っています。

会員増強・維持でまず大切なことは”会員の満
足”ということです。皆さんもそれぞれの価値観で
それぞれに満足していらっしゃると思いますが、今
度は入会候補者が求めている価値、機会を提供し

次回プログラム
10/7仮「米山月間について」

米山記念奨学委員会リーダー 古杉 淳 会員
10/14.・21  休会
10/28 「ロータリーの友」雑誌委員会

「私の職業」 佐藤圭介会員

ているのだろうかということを考えていかなけれ
ばなりません。また数ある団体の中で米子東
ロータリーを選んでいただくためにはどうしたらい
いかということを考えながらアプローチをしていか
なければならないと思います。相手の立場に立っ
て相手の価値観に訴えられるようなことをしてい
きたいと思います。
会員増強・維持で大切なこと、その2は、退会を

防止しなければならないということです。ここ4年
は大体6名から7名の退会者が毎年出ています。
交代転勤ではない、純然たる退会は4名くらいで
す。
今年も純増１を目指すのであれば、5名程度が

必要な統計的な数字ということです。そしてどこ
のクラブもこの件についていろいろ調査・研究を
していらっしゃいますが、ロータリーの知識を持た
ずに入会した人は、入会して1年か2年で退会す
る傾向にあることがわかっています。

ロータリーの目的は、ロータリー手帳や事業計
画書の中に明記されています。私なりに要約して
みますと、１）知り合いを広める ２）職業を高潔
なものにする ３）奉仕の理念を実践する ４）国
際理解、親善、平和を推進する ということです。
1番目に知り合いを広めると書いてあり、ロータ

リーでは会員増強・維持が一番大切なことの一
つになっているということです。8月は会員増強・

維持月間です。ロータリーを早く理解していただ
いて我々と喜びを共有できるようになっていただ
きたいと思います。そのためにはやはりこまめな
声かけ・コミュニケーション、新入会員のフォロー
とケア、長期欠席者のフォローが大切と思います
ので、推薦者の皆さん、そして各リーダーが声を
かけていただければと思います。

最後に、江戸時代に徳川将軍家に仕えた兵法
や剣術の指南役だった柳生家の家訓をご紹介し
ます。「小才は、縁に出会って縁に気づかず、中
才は、縁に気づいて縁を生かさず、大才は、袖す
り合った縁をも生かす」。私たちもロータリー活動
をしている中で縁ということが周りに非常に多くあ
ると思いますが、その少しの縁を活かしていただ
ければロータリー活動がさらに良くなっていくと思
いますし、私たち一人ひとりの人生がさらに花開
くものになると思いますので、今年一年も、より一
層の入会促進と退会防止で「生涯の友」探しの
旅に皆さんとともに頑張っていきたいと思います。
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