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第６０６回
６０６回例会 会報

バズセッション「会員増強について」

岡部 俊之 会員増強委員長
会員増強委員長

B テーブル 発表者 石井 一則 会員

A テーブル 発表者 中島 勉 会員

C テーブル
テーブル 発表者 清水 保人 会員

会員増強のために今、ロータリアンとして何をすべきか、
会員増強のために今、ロータリアンとして何をすべきか、有効な手段
のために今、ロータリアンとして何をすべきか、有効な手段は？
有効な手段は？ 積極的・建設的意見が飛び交いまし
た。 熊谷南ロータリークラブとして、
熊谷南ロータリークラブとして、今後の発展向上の
今後の発展向上の糧になる大変有意義な討論がなされました。
発展向上の糧になる大変有意義な討論がなされました。

会

長

挨

拶

会長 高田 直樹
暦の上ではもう秋になり、朝晩少しづつ涼しさを感

本日のプログラム ９月１日（水）
親睦例会
じられる頃となりました。例年ですと、残暑と言っ
たところでしょうが、まだまだ猛暑が続いておりま
す。 この暑さもあと２週間程度で、確実に秋には
近づいておりますが、残り少ない夏の暑さをもうし
ばらく体感しなければなりません。 夏バテで体力
を消耗している方も多いと思いますが、もう暫く体

調管理にはご注意いただきたいと思います。
ロータリーでは毎月 RI 月間を設定し、各テーマ
に対する理解と確認をして頂いております。今月は
会員増強拡大月間となり、
会員増強委員会を中心に、
関連プログラム等の促進をされております。当クラ
ブも先週の見学会に続き、今の会員増強バズセッシ
ョンと月間テーマにタイムリーなプログラムを企画
しております。
来月は新世代のための月間、１０月は米山奨学月
間、職業奉仕月間と続きますが、それぞれテーマに
合ったタイムリーなプログラムを今後も考えて参り
ますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

幹

事

報

告

幹事 植竹 知子
１．

地区より
＊ ９月のロータリーレート １ドル＝８６
円
２． 熊谷東 RC より
＊ 会報
３． ㈱オクトンより
＊ 会社移転のご案内
４． 奥田会員より
＊ 事務所移転のご案内
以上が届いております。

バズセッション

会 員増強について

１． 経済的に良くない
１． 見込みの人をしぼる。無名の若い人
１． 若い人の方が交友関係が広い？
１． 長続きしそうな人を見分けながら

C グループ発表者 清水保人会員
☆ 法人会員についてはどうなのか？
☆ 入会の年齢は３０代でも OK か？４０代以上で
なければいけないのか
☆ スポンサーになる方の日常の人間関係作りが必
要
☆ 増強をたやすくできるか
☆ 職業分類で空いている所をうめる方法は
☆ 人を誘える会という認識がある
☆ 同業者の方を入れる為には先に入会している人
に一声かける
☆ 見学会は有効か？
・ 現状見学会から入会する人がいるのか
・ 見学会の後のフォローの会はないのか？

委 員 会 報 告

R.I 第２５７０地区 2010～
2010～2011 年度
第 1 回「ロータリー財団部門セミナー」
会長 高田直樹
8 月 21 日（土）
、国立女性教育会館に於いて、第 1
回「ロータリー財団部門セミナー」が開催されまし
た。

A グループ発表者 中島勉会員
・
・
・
・

ロータリーの活動が一般の方にわかりづらい。
個人（会員）の人脈に頼るしかない。
会員を入会する会の立ち上げ
長期・短期での入会システムの構築
自分が楽しくなければ（楽しまないと）新たな
人への呼びかけは出来ない。

B グループ発表者 石井一則会員
目標としては 3 人の増強
同じ業種（同業者）の方が誘いやすい？下請け
１． 継続性が必要
１． 青年会議所OB等の人は何らかの会に入ってい
る。ドラフト制にしては？

「ロータリー財団の動向について」
１． 前年度寄付状況
第 2570 地区寄付総額 361,775 ドル
熊谷南ロータリークラブ 5,711 ドル
２． R 財団の投資状況
金融市場は現在も不安定ですが、本会計年度の最
初の 9 ヶ月間、RI の投資収益は 1,700 万ドルにのぼ
り、2009 年度の損失額 1210 万ドルを既に上回る回
復を見せています。一方財団の投資収益は 9200 万
ドルとなっており、
2009 年度の損失の半分以上を取
り戻しています。財団の運営予備金は、現在、プラ
ス 300 万ドルで、2009 年 6 月末のマイナス 4100

万ドルから大幅に上昇している。
３． ポリオ撲滅の現状
ポリオ・プラス・パートナー
１） ポリオ発生地域で活動するロータリアン
を援助し、全国予防接種の地域社会動員
２） ポリオ・ウィルス免疫所への援助
３） ポリオ担当役員疾病専門医への援助活動
として、ポリオ撲滅に必要な用具や補給品
の費用や活動費用の支援をする。
現在は、全世界で 576 件のポリオが確認され、
最も多く発生している国はタジキスタン 437
件、パキスタン 31 件、インド 24 件
４． 未来の夢計画について
未来の夢計画は以下の 5 つの目的とします。
１） 財団の使命に沿って、プログラムを簡素化
すること。
２） 世界の優先的ニーズに取り組み、最大の成
果が期待できる。
３） 世界的な目標と地元の目標の両方を果た
すためのプログラムを提供すること。
４） ロータリー財団の活動に対する理解を深
め、ロータリーの公共イメージを高めるこ
と。
「財団の寄付について」
①年次寄付
総額 130 ドル（クラブで目標設
定）
①30 ドルのクラブ協力金（前期 15 ドル、後
期 15 ドル）
②100 ドルの個人レベル
ポールハリスフェロー（1000 ドル）
②使途指定寄付 総額 50 ドル（チャレンジ寄
付金）
（前期 25 ドル、後期 25 ドル）
③恒久基金寄付
総額 20 ドル
（前期 10 ドル、後期 10 ドル）
べネファクター（1000 ドル）
５．
「GSE の派遣・受入について」
オーストラリア第 9630 地区と、下記の通
り実施されます。
〈派遣〉2011 年 3 月 5 日～4 月 2 日
〈受入〉2011 年 3 月 23 日～4 月 21 日
団長は熊谷東 RC の井桁憲治さんです。各グル
ープには1週間弱のホームステイによる受入を
お願い致します。
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例会日 ８月２５日
会員数
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高田直樹会長
皆さん今晩は。今日は会員増強についてのバズセ
ッションです。宜しくお願いします。
植竹知子幹事
熊谷でマンゴーが収穫できたそうです。暑さを取
り入れた生活体勢作りを構築した方がよさそうで
すネ！８月２９日(日)おもいやり祭りのチラシ配
らせて頂きました。知人、近所で子育て中の方へ
差し上げて下さい。オムツや粉ミルクの１００円
チャリティプレゼント券がついています。
棚澤正行会員
本日の会員増強のバズセッション、岡部委員長宜
しくお願いします！副委員長として見守らせて頂
きます。
渡邊藤男会員
本日は会員増強のバズセッション、増強委員会の
方、頑張って下さい。

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 佐川順一・石井一則
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagayahttp://kumagaya-southsouth-rc.com/

