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第 2244 回　2022 年 7 月 14 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。二回目の会長挨拶でまだ緊張しており
ます。先日のテレビのニュースでも新型コロナが第 7 波
になったということで、新潟県でも増えてきている状況
です。現況、新潟県、新潟市の方向を踏まえまして今後の
例会、夕日例会等を検討していきたいと思います。
先日、2560 地区事務所より今年度 2022-2023 年度の
クラブ地区支援リソース集を発表いたしました。MY
ロータリーをご覧になった方などは、お分かりになると
思いますがクラブとしてロータリアンとしての使い方
などハウツーが書いてあり、非常に便利に使用できるよ
うになっております。中でも会員増強に関してのリソー
ス部分が気になりましたのでご紹介いたします。

各クラブが会員増強を行うにあたって 8 つの項目のリ
ソースがあって、
1. クラブの現状を評価し、適応させる

クラブが直面する課題、質問に応え、それらを克服す
るためのアドバイスをしていただけます。会員増強計
画にどうつなげていくかを教えてくれます。

2. 現会員の参加を促す
新会員からベテラン会員まで、活動の参加を促す様々
な方法を紹介。会員維持力を高める方法など。

3. 入会候補者とつながれ
地域の方々に配布できるチラシや、ロータリーのプロ
グラムや活動に参加するメリットなど紹介していま
す。入会候補者情報プログラムなどがあります。

4. 新会員が溶け込みやすい環境をつくる
新しい仲間を歓迎し、オリエンテーションを企画し積
極的にクラブに参加してもらう方法など。

5. インクルーシブなクラブ文化をつくる
よりインクルーシブで多様性かつ公平なクラブ文化
を培うための方法など。

6. 活気あるクラブをつくる
クラブ運営の柔軟性　柔軟な会員種類や例会運営の
方法など会員増強につなげていくポイントを紹介し
ています。

7. 新クラブを結成する

8. 時代に即したクラブにする
今日のニーズに応えられるように会員の意欲を喚起
するための方法など紹介しています。

我が西ロータリークラブも 2022-2025 年度までのクラ
ブ戦力計画を先週も発表いたしましたが、また地区とい
たしましても 3 年ぶりに地区会員増強セミナーの開催
が 7 月 30 日に決まりました。地区としても会員の維持、
増強をメインの一つの課題として考えており、当クラブ
の戦略計画の活動が評価され、戦略計画委員長大澤さん
が実例報告をいたします。以上で、挨拶とさせていただ
きます。本日は、神成先生の奥様　神成朝子様にゲスト
としておいでいただきました。後ほどご挨拶いただきま
す。2 回目のクラブフォーラムとなります。よろしくお
願いいたします。

ゲスト　神成朝子 様（元名誉会員　神成粛一 令夫人）

新会員紹介　中郡会長
㈱ホテルオークラ新潟　
代表取締役社長　総支配人　宮崎　誠 氏
公共イメージ向上委員会　諏佐委員長
ロータリーの友　7 月号紹介（毎月第二例会）
ロータリー財団委員会　高木国際奉仕委員長
野田誠記君、大澤　力君からそれぞれ＄100 いただきま
した。
米山奨学委員会　吉村（美）委員長
吉村鳳一君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　柳原委員
神成朝子 令夫人様　主人の葬儀に際しまして、皆さんか
ら大変お世話になりました。ありがとうございました。
大野康則君　誕生日の祝いありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 39,000 円

幹事報告　三浦会長エレクト

本日の例会案内（8 月 4 日）
卓話　 『ミセスコンテストグランプリ & 

  人気インスタグラマーが伝えるSNS基礎講座』 
（有）光明舎 / ささがわコンタクトレンズ

代表取締役　笹川 正子氏



卓話　『クラブフォーラム②』
　 今野会員・増強委員長 

　（代読　柳原会員維持・増強副委員長） 
吉村（鳳）職業奉仕委員長 
岡田社会奉仕委員長 
高木国際奉仕委員長 
小林（治）ロータリー財団委員長 
　（代読 三浦会長エレクト） 
吉村（美）米山奨学委員長 
神林青少年奉仕委員長 
大澤クラブ戦略委員長
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7/14
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
39（36）名 23名 13名 63.89％

6/30
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

30名 7名 81.08％

第 2245 回　2022 年 7 月 21 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆さんこんにちは。梅雨もあけて早い暑い夏が来ると思
いきや全国的に連日の雨、豪雨での被害があり、線状降
水帯が起き河川の増水、土砂崩れなど予断の許さない状
況です。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
九州、西日本中心に起きていますが、新潟でもいつ起き
てもおかしくない現状の天気に皆さんも注意してくだ
さい。雨やらコロナやらで気の抜けない毎日ですが、会
員の皆様には健康に留意していただきますようお願い
申し上げます。また、本日新潟県でも 1700 名超という過
去最高人数になる見込みです。感染対策をしっかりして
お過ごしください。
国際ロータリーよりロータリーリーダーの 7 月号が
届きました。会長イニシアチブとして、ジェニファー
ジョーンズ RI 会長は「会員が夢を実現するために行動
し、クラブの魅力を最大限に味わえる場としてのロータ
リーを思い描いています。今年『イマジン・ロータリー』
のテーマを推し進めるため、多様性・公平さ・インク
ルージョンへのコミットメントの強化、みんなを温かく
受け入れるクラブづくり、女子のエンパワメント、参加
者基盤の拡大」といたしました。各イニシアチブを知り、
ジョーンズ会長の活動の支援と実践をしていきたいと
思います。
来月 8 月は『会員増強・新クラブ結成推進月間』です。
ロータリーにとって最も重要な会員に注力する期間で
す。先ほどのジョーンズ会長の 4 つのイニシアチブの
一つとして、会員にとっての心地よさと会員への配慮を
もってわが西ロータリークラブも邁進していきたいと
思います。
以上で会長挨拶とさせていただきます。ありがとうござ
いました。本日は、太田さんの会員スピーチです。よろし
くお願いいたします。

新会員紹介・挨拶
N サポート協同組合
代表理事 関　朋生君（紹介 今野克久君）
100％出席バッチの贈呈　片野出席委員
  1 年　新澤　功君
  1 年　三浦英敏君
  2 年　小林千鶴君
  3 年　太田　敦君
  5 年　森田雅巳君
  7 年　高木豊隆君

  8 年　中山雄二君
10 年　中郡正和君
14 年　吉村鳳一君
35 年　大野康則君
ロータリー財団委員会　小林（治）委員長
姉崎　健君、小林　治君、青池秀夫君からそれぞれ＄100
いただきました。
米山奨学委員会　吉村（美）委員長
三浦英敏君、姉崎　健君、吉村美穂君からそれぞれ 1 万
円いただきました。
ニコニコボックス紹介　谷合委員長
三浦英敏君　100％バッチありがとうございます。はじ
めてです。
高木豊隆君　100％ありがとうございます。今後も 1000％
がんばります。
小林千鶴君　2 回目の 100％出席バッチ取りました。あ
りがとうございます。
中村文彦君　先日、愛犬が亡くなりました。冥福を祈っ
ております。
森田雅巳君　100％バッチを頂いて。
中山雄二君　中郡会長、新澤幹事一年間がんばって下さ
い。100％バッチありがとうございました。
吉村鳳一君　100％バッチありがとうございます。先週
嫁が車の事故を起こしてしまいまして、廃車になりまし
た。嫁は無事でした。
大野康則君　ありがとうございます。
太田　敦君　西 RC に入会させて頂き 1 年になりまし
た。皆様フレンドリーにおつきあい頂き本当にありがと
うございます！
中郡正和君　100％バッチをいただいてありがとうござ
います。
新澤　功君　100％バッチ、ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 70,000 円

幹事報告　新澤幹事
・ 例会終了後、4F 白鳥の間に於いて理事会を開催いた

します。
・ 次週 7 月 29 日は夕日夜例会の為、昼の例会はござい

ません。

卓話
　 会員スピーチ『太田自己紹介』 

㈱プロメディア新潟　代表取締役社長　太田　敦君
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7/21
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 28名 10名 73.68％

7/7
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

22名 14名 61.11％

第 2246 回　2022 年 7 月 28 日夕日例会報告
於　ホテルオークラ新潟

7/28
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 19名 19名 50.00％

7/14
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

23名 13名 63.89％

ゲスト　米山奨学生　扎蘇那（チャスナ）さん


