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第3215回

都城RC週報

52名

39名

11名

会長 西田憲一  幹事 上原誠史都城ロータリークラブ

クラブモットー

第3214回
例会報告

基本的教育と識字率向上月間 9月

会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

吉国委員長出席委員会報告 年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：52名

都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp メインホテル 前田尚子事務局 例会場 広報部門 クラブ会報委員会 長倉清一、垣内和美、江上博和 メディア関連・広告・宣伝委員 湯通堂恒、川越宏行

78.00％

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

学び　考動し
喜んで

奉仕しよう
　工藤委員長は、２７３０地区の会員の中でも特別秀でた方であります。加世田RCに所属されています。
私がガバナーの年、工藤委員長には当時所属の枕崎RCから、ガバナー補佐をお務めいただきました。その2011年に加世田RC
が会員1名となりました。私のところに潰すか潰さんかとのご相談がございましたが、火種だけは残しましょうとお答えしまし
た。鹿児島県のクラブのお話でしたので、翌年鹿児島県から出る次年度のガバナーさんに引継ごうとしました。そしたら工藤さ
んは、枕崎RCを退会されて加世田RCに移られ、枕崎RCには自分のお嬢さんを入会させました。現在加世田RCは18名になっ
ております。都城RCの皆さんにもご協力をいただきまして、佐々木君やら何人も一緒に応援に行ったこともございます。工藤
委員長は、ガバナー補佐を3回程務めておられますから、当然ガバナーになられてもいい方でございます。とにかく自分のクラ

ブを辞め、潰れかかったクラブに行ってそこを再起させるということを実践されました。２７３０の増強の歴史に残る人物でございます。今日
は無理を言って、遠いところからおいでいただきました。ぜひ、貴重なお話を聞いて、参考にしていただいて会員増強にお努めいただければ幸
いでございます。どうぞよろしくお願い致します。

本日のプログラム 外部卓話　地区会員増強委員長　工藤博美氏(加世田ＲＣ)

MU有会員

つい先日８月４日において、宮崎県が感染拡大緊急警報
を発令し、本日より宮崎市の飲食店などを対象に８月２４
日まで営業短縮の要請が発表されました。ただし、都城市
においては、比較的に感染者が少ないということと、ワク
チン接種率においては、７月３１日現在で６５歳以上の方
が２回目を約８６％、６５歳未満の方が１回目を約２０％接
種されており、４０歳代の接種券を昨日発送されたという
報告を小玉会員よりいただいております。なお当クラブでは、７月当初に幹
事報告をさせていただきましたように、コロナ感染の第５波にそなえて例会
開催基準をもうけさせていただいております。
例会開催について心配されている会員の方もいらっしゃるかと思いまし

たので、本日もその基準をベースに例会を開催させていただいております
ことをご報告させていただきます。
さて、今月は会員増強拡大月間となっております。国際ロータリーのシュ

カール・メーター会長の基本方針においても、会員増強は大きな課題と取り
上げられておられます。世界のロータリー会員数は、過去１７年以上、１２
０万人の横ばいとなっております。１２０万人の会員数を１３０万人に会員
を増やすことで「ロータリーの参加者基盤を広げる」という目標を掲げて
おられます。そこで、国際ロータリーの１７年前の会員数推移に対して、都
城ロータリークラブの会員数推移は、どうだったのかを調べてみました。当
クラブの１７年前は６４名の会員数でした。１７年間の会員数を平均してみ
ると５３名となっており、現在５２名の会員数とほぼ同じ会員数となってお
ります。こういう現状の中、本年度は会員増強の純増４名を掲げております。
ここで私が会員増強をする上で、入会候補者と会う際のおススメ持ち歩き５
点セットをご紹介させていただきます。
まず皆様に配布している封筒に同封している資料をご覧いただきたいと思

います。この同封されているパンフレットは、入会の浅い方でも入会を促進
できるパンフレットとなっておりますので、是非にご活用いただきたいと思
います。同じく同封されている組織図は、当クラブの会員や各委員会を一目
でご紹介出来るように持参しております。そして、年間スケジュールは、入
会候補者から「今は、忙しいから」などのお決まりの断り文句が出て参ります。
その際には「大丈夫だよ」とお伝えして、例会日が決まっているから調整し
やすい団体だよと説得するために年間スケジュールを持参しております。
本日同封していないものとして他にも、名刺交換をする際に社会人とし

ての最低のマナーとして名刺を持参しております。また基本資料は、顔写真
が写っている基本資料をあえて見せることで、この人は知っているなどと
いう言葉などを引き出させて、入会候補者に安心感に繋げるためのツール
として持参しております。以上、入会候補者にアプローチするための名刺・
基本資料・パンフレット・組織図・年間スケジュールのおススメ持ち歩き５
点セットご紹介させていただきましたが、今月は何より会員増強拡大月間と
なっております。会員の皆さんからお知り合いの方へのお声掛けを、宜しく
お願い致します。
最後になりますが、本日のプログラムは会員増強に関する外部卓話となっ

ております。遠方より地区の会員増強委員長の工藤委員長にお越しいただ
きましての例会となっております。本日は遠方からお越しいただきありがと
うございます。最後までどうぞよろしくお願い致します。

会長の時間 西田会長

7/30 都城RAC 西田、上原、四季、山﨑、上村

8/ 3 ジャパンカレント　　島津

8/ 4 都城西 黒木（誠）、後藤、堀之内、島津、川添、江上、川越、吉原、二見

8/ 4 小林　 中村（壽）、河東

8/ 5 えびの 中村（壽）

MU無会員(7/23) 　祝日週の為 休会

MU要会員(7/30) 　　　上之、清水、戸高
3名（前回修正出席率 94.00％） 

本日のプログラム／基本的教育と識字率向上例会

幹事報告 上原幹事

□報告
地区　他クラブ　他団体　報告
●井福 博文ガバナー事務所…

① 都城地区事務所（ガバナー事務所）の夏季休暇
について
お休み   2021年8月13日（金）～ 15日（日）

② ８月ロータリーレート １１０円     *現行 １１１円
③ ガバナー月信 8月号
④ 第2620地区 熱海豪雨災害被災地義捐金のお願い
8月31日締切  各クラブ取り纏めてガバナー事務所へ振込下さい 

●ロータリーの友 8月号

□クラブ報告
● 来　週 8/13（金）例会休会
● 再来週 8/20（金）納涼例会
● 都城地区３RC事務局

お盆休暇 2021年8月13日（金）～ 15日（日）

誕生者祝福(８月)

小玉会員 桝田会員 垣内会員　　　永友会員

※ 佐々木(鴻)歴代会長　四季会員

◆女性会員を増強し、女性が活躍できる環境をクラブ内につくりましょう。女性は男性と異なる素晴らしい視点とセンスを持って
おり、これまでの男性中心の組織に変化をもたらします。
◆会員数が多いクラブも、増強のやる気を持ち続けることが大切です。ロータリークラブは高齢化が進んでいるので、常に増強に
力を入れなければ、会員数はそのうち減少するでしょう。
◆会員数が少ないクラブも、20名以上を目標に増強に力を入れましょう。ある程度人数が揃わないと、クラブが社会奉仕活動を
行う上での機動力や体力が弱くなってしまうからです。

2730地区 /昨年のアンケート結果(昨年10月の調査)

クラブ再生の体験談
　1972年に創立された加世田RCは、来年50周年を迎えます。
　認証を受け、その後会員数が減少の一途をたどり、ついには2011-2012年度に会員数が１名となってしまいま
した。その当時枕崎RCに所属し、ガバナー補佐であった私は、同じグループ内の加世田RCを何とか再生させたい
と思い、私の娘を枕崎RCに（人質）入会させることを条件に、加世田RCに移籍しました。かくして加世田RCの
増強活動は、私も含めてクラブ員２名からスタートしました。
　４週必ず例会を行い、うち１回は２人で増強に回ったり、色んな所を訪問していました。もう恥も外聞もないで
す。「やろう！」と走り回っていました。

　色んなPRが功を奏したのか、当時の商工会議所会頭が、やる気のある若者２人を紹介してくれました。会頭は、前年度ライオ
ンズクラブの会長でもあったのです。「ロータリーが大変なことになっているそうだな。２名紹介するから仲間にしてやってく
れ」と。入会してくれたその２名はいい意味での曲者たちで、あっという間に会員数は増加し今は18名で活動しています。この
２人がいなければ今の活動はなかっただろうし、今18名があるのはそういった会員がいたからこそだと思っています。
　どうしてこういうふうに人数が増えたかというのは、この話しを一番聞きたいのではないかと思うんですが、青年会議所がござ
いますよね。加世田クラブと青年会議所は毎年12月、忘年会をするんですよ。忘年会をするときに経費は当然我々が持ったりす
るんですが、出席会員が３～４名、７～８名多い時は来ます。大体卒業間近な人が来ます。そこでツバをつけておくのです。「頼
むぞ！」ということで。JCの会員に言っておけばそれなりについてきてくれます。ですから今うちが18名の中で、８名がJCOB
です。非常にスマートさがあってJCOBというのはいいなと思っておりますけれども。そういった流れをもってやっていくのも
重要かなと思っております。
　委員長さん、会長さんも含めた会員の皆さんがどれだけやる気があるか、ということですすめていけば必ず身になります。

年齢別の統計
●90歳以上の会員：宮崎県６名(大体)、鹿児島県５名
●会員数が多い年代：40歳から70歳の間
●地区の平均年齢：大体57歳くらい
●クラブ毎に分けた平均年齢が60歳を超すクラブ：17クラブ
●都城RCの平均年齢：58歳

※10年後を見据えた時に若い会員が必要である。

女性会員の分析 クラブの会員数
●女性会員数：宮 崎 県 101名

鹿児島県 124名
都城RC　 　 8名

※女性の視点や発想が重要視されてきている
こともあり、女性会員の拡大は非常に大事で
ある。

●10名以下の会員数で成り立っ
ているクラブ
　　　宮 崎 県 ４クラブ
　　　鹿児島県　１クラブ

し
と
増

す

スピーチは、
QRコードから
確認できます。
(カメラを許可)

◆ 長峯基パストガバナーより、講師の工藤博美様のご紹介をいただきました。

９/７ （火） ※例会 休会都城北RC ロイヤル12:00～13:00
９/８ （水） ※例会 休会都城西RC 中山荘12:00～13:00
９/14 （火） ※例会 休会都城北RC ロイヤル12:00～13:00
９/16 （木） ※例会 変更都城西RC 中山荘12:00～13:00

MU情報
クラブ名 日程 時間 会場 備考

MU（メークアップ）状況



2021 年 ８月 ６日（金）
会場：メインホテル５F

第３２１４回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

長峯　　基 ￥1,000 工藤地区増強委員長わざわざ遠路ありがとうございます。

西田　憲一 ￥1,000 本日は、地区会員増強委員長の工藤様。卓話の方をありがとうございま

した。

森山芳太郎 ￥1,000 今月の誕生者の皆様おめでとうございます。

上原　誠史 ￥1,000 工藤地区委員長、本日は貴重な卓話をありがとうございました。

工藤　博美 ￥10,000

富森　恵一 会長お誘いありがとうございます。工藤地区会員増強委員長、大変参考

になる話をありがとうございました。

￥1,000

こんにち

佐々木鴻昭 ￥3,000 私が、地区の会員増強委員長の時、貴クラブのたった２名のメンバーが

今日18名程の増員になっている事に驚いています。大変なご苦労が

あった事と思います。今日は親戚の法事の為お会いできませんが、今後

共ご活躍の程念じあげます。

工藤様、長峯パストガバナーと加世田ＲＣに行った時のことを思い出し

ました。メンバーが18人になったとお聞きしてびっくりしました。

今後の御活躍をお祈りしております。

永友　禎二 ￥1,000 誕生日プレゼントありがとうございます。

垣内　和美 ￥1,000 誕生祝ありがとうございました。

木場　智彦 ￥1,000

栁田　義史 ￥1,000 誕生祝を頂きました。有難うございます。


