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●点 鐘  橋本慎吾 会長 

●ソング  [手に手つないで] [四つのテスト] 

●プログラム  会員増強委員会 「会員増強について」 

 

●会長の時間 

 

皆さま、こんにちは 

本日は 2 点ほど報告をさせていただきます。 

まず 1 点目の報告事項でございますが、先週の

金曜日に原幹事とともに東京赤坂ロータリークラ

ブさんの例会へ参加をさせていただきました。そ

こで、西日本豪雨災害の際には、当クラブに対し

てのお心遣いとご寄附をいただいたことに、お礼

を申し上げてまいりました。また、当クラブの現

状の報告もさせていただきました。そのなかで、

会員増強の現状について、会員の年齢構成が 30 代、

40 代でちょうど 50％となる 27 名、50 代が 13 名、

60 代以上が 14 名でバランスのいい年齢構成にな

っていることを説明しますと、皆さん非常に驚か

れていました。じつは東京赤坂ロータリークラブ

さんも比較的若い年齢構成で、40 代までの会員が

約 27％いらっしゃいますが、それをはるかに上回

る数字というのがその理由です。例会後には、先

方の会長、副会長、幹事さんと打合せをさせてい

ただき、次回、東京赤坂ロータリークラブさんに、

ご来福いただく日程が、11 月 6 日に仮決定いたし

ました。また、お土産として門田パスト会長が営

まれています勉強堂さんの「ばら饅頭」を持参し

ましたが、「もみじ饅頭より美味しい！」と大変好

評でした。 

それでは 2 点目の報告ですが、一昨日の 26 日に

開催された地区指導者育成セミナーへ、原幹事、

今川ロータリー財団委員長、畑会員増強委員長の 4

名で参加いたしました。会員増強部門と財団部門

に分かれてのセミナー後、全体会議、懇親会とい

う流れでした。会員増強部門の方へは、原幹事と

畑委員長で参加をいただきました。皆様のお手元

に配布しております資料で、過去 9 年間の実績を

ご覧ください。地区全体では、54 名の会員減少と

なっているなか、当クラブは 15 名の増強で、成長

率 40.5％は地区 No.1 です。これは、歴代の会長

さん、そして会員増強委員会のメンバーの皆さん

の力の賜物だといえます。また、今回のセミナー

で強調されたのは「女性会員の増強」です。女性 5

名のパネリストのもと、パネルディスカッション

が開催されました。本日の例会プログラムでもそ

のあたりを踏まえてのディスカッションとなろう

かと思いますので、ご期待をいただきたいと思い

ます。 

次に、私と今川委員長で参加をしました財団部

門です。今川委員長が、今年は地区の補助金申請

をしていこうと取組みを計画されていますが、そ

ういったなかで嬉しいニュースがありました。そ

れは、地区補助金申請の負担割合が変更し、クラ

ブキャッシュの最低額が 7 万円以上、地区補助金

の最高額が 60 万円までとなりました。従って、ク

ラブで 30 万円の負担をすれば、90 万円相当の事

業が行えます。優先順位は、1 に人道的支援の必要

性と重要性、2 に逼迫性と急迫性となります。本年

度はそこを踏まえて、次年度以降の取組みに対し
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ての申請を行っていきたいと強い決意を持ちまし

た。 

全体会議では、「ポリオ根絶への道 これまでと

これから」と題して、2690 地区パストガバナー松

本様が講演をされました。そのなかで、9 月 7 日

から上映開始の映画「ブレス ～しあわせの呼吸

～」の告知がございましたが、これはポリオ患者

の奇跡の実話を、家族が映画化されたものだそう

です。映画の公式 HP にはロータリーのポリオ撲

滅のページが掲載されています。ぜひ皆さんも公

式 HP ならびに映画もご覧いただき、ポリオの根

絶に対して意識の向上に結びつけてくださいます

ようお願い申し上げます。 

最後になりますが、本日のプログラムは、会員

増強委員会による例会行事です。畑委員長、東森

副委員長が中心となり、パネルディスカッション

形式で、企画・運営を行っていただきます。本年

度は「会員みなさんと共に、増強していきたい」

との、畑委員長の強い願いのもと開催されます。

皆様、積極的な参加の意識で何卒よろしくお願い

いたします。 

以上で会長の時間を終わります。本日も最後ま

でよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

 なし 

 

＜配布物＞ 

・例会資料 

  ・RI2710 地区会員推移表 

  ・会員増強例会パスト会長アンケート結果 

 

＜回 覧＞ 

・谷原秀人氏お礼状 

 

●出席報告 

本日出席率 76.00％ 

（出席者38名 欠席者16名 出席免除者4名） 

前々回修正出席率 修正なし 

 

●委員会報告 

なし 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員入会記念祝 

佐藤 貢さん  H14.8.6 

武郷義昭さん  H18.8.6 

眞田奈津基さん H22.8.10 

田中ひとみさん H24.8.21 

松浦宏次さん  H26.8.4 

河村博文さん  H26.8.4 

＜申告スマイル＞ 

◆橋本慎吾 会長 

 先週の金曜日に、東京赤坂ロータリークラブの

例会に出席し、義捐金の御礼を申し上げて参りま

した。又、一昨日、地区指導者セミナーに参加し

ました。ご一緒いただいた、今川パスト会長、原

幹事、畑理事、誠にありがとうございました。本

日のプログラムは、会員増強委員会による、パネ

ルディスカッションです。熱いトークをどうぞ宜

しくお願い致します。 

◆西川和吉 副会長 

 本日のプログラム、会員増強についてのパネラ

ーの皆様、宜しくお願い致します。又、本日の佐

渡会員、吉池会員、佐々木会員を祝う会に、海外

出張のため欠席させて頂きます。誠に申し訳ござ

いません。 

◆原 隆之 幹事 

 本日は会員増強委員会のプログラムです。委員

長をはじめ、皆様よろしくお願い致します。先週

の 24 日に東京赤坂ロータリークラブに、橋本会

長と訪問致しました。義捐金の御礼を申し上げる

と共に、丁重に対応して頂きました。福山赤坂ロ

ータリークラブの皆様に宜しくお伝え下さいと

のことでした。 



◆畑 弓子 会員 

 本日のプログラム、会員増強についてのパネル

ディスカッションをさせて頂きます。宜しくお願

い致します。 

◆馬場 正人 会員 

 所用により欠席させて頂きます。 

◆清水 朗弘 会員 

 2 週続けての欠席となり申し訳ございません。

次週は必ず出席します。 

 

●プログラム 

会員増強委員会 「会員増強について」 

パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回例会案内 

2018 年 9 月 4 日(火) 12 時 30 分～ 

下宮鉄雄会員による 会員卓話 



 

 ◇◇ 東京赤坂ロータリークラブ例会訪問 ◇◇  

 

第 1492 回 東京赤坂ロータリークラブ 例会 

日  時 ： 2018 年 8 月 24 日（金） 12 時 30 分～13 時 30 分 

場  所 ： ANA インターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）37F アリエス 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1 丁目 12-33 （TEL 03-3505-1111） 

ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ ： 卓話 『地域包括ケアの現状と課題～超高齢化社会の日本で起こっていること～』 

高橋義昌 氏 

 

 

 

写真左から 

東京赤坂ロータリークラブ 

金山 驍 幹事 

小林博茂 会長 

福山赤坂ロータリークラブ 

橋本慎吾 会長 

原 隆之 幹事 

 

 

西日本豪雨災害の際には、当クラブに対してのお心遣いとご寄附をいただいたことに、お礼を申し上げて

まいりました。また、当クラブの現状の報告もさせていただきました。 

今後の更なる姉妹縁組の発展に繋がったと感じています。 （橋本会長 談） 

 

 

 
 


