
ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう 地区スローガン  

「世界を変える行動人」 

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です 
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表紙の写真は、ハイチのハビタットフォーヒューマニティでコーディネーターとして活躍する元ロータリー

平和フェロー、ルイサ・ドウさん（左）。住民が危険を感じている地域の地図を作成し、街灯や歩道の設置計

画を立てる「治安マッププロジェクト」を地元住民たちとともに実施しています。 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナー メッセージ 

 会員による積極
的な参加を促し、
ロータリーの未来に
とって大切な、活気
あふれるクラブを
つくりましょう。 

 ロータリアン、クラ
ブ、地区が新会員の
勧誘に焦点をあて
て活動する月間で
す。 

 会員増強は、ロー
タリーの重要な課題であり、会員一人ひとりの協
力が求められます。ロータリーに必要なのは活動
に積極的に参加する会員です。会員増強計画を
立てる事で会員増強のビジョンと目標を決めた
上で入会を進める実行項目を立てて、クラブ全
体で計画を立て、会員の意見を取り入れて意欲
を引き出し成功につなげましょう。 

 まず、魅力的なクラブを作る必要があります、
クラブの強みと弱みを考えてみましょう。 

 

マイロータリーから 

 「クラブの健康チェック」を活用すれば一目瞭
然になります。 

 まず、クラブの現状を評価する。 

 ☆会員の多様性 

 ☆職業分類のバランス 

 ☆クラブの存続性 

 ☆会員が活動をつづける理由 

 ☆クラブの革新性と柔軟性 

 ☆社会におけるクラブの認知度 

 ☆クラブで活用できる、デジタルコミニケー 
ション 

 ☆会員以外の人が抱くクラブのイメージ 

 
 「会員の満足度を高める」 くつろいだ雰囲気
の中でのディスカッション(例会以外の場所) 

 会員、入会予定者、地元市民を交えた座談会
など計画する。 

 会員減少傾向の原因 

 ❶健康上の問題 （病気、高齢化） 

 ❷家庭的な問題 （家族の介護） 

 ❸社会的な問題 （経営環境の悪化、仕事の多
忙、退職） 

 ❹経済的な問題 （お金がかかりすぎる） 

 ❺ロータリーそれ自体の問題 

 （クラブ例会に魅力がない） 

 （奉仕プロジェクトに興味がない） 

 （指導性がない） 

  ・女性会員 世界 23.6％ 日本7 ％  

       2640地区 8.65% 

  ・アメリカ 3分の1が女性会員 

  ・女性会員0クラブ0 女性会員の増強 

  ・各クラブ 純増１名 

 7月14日、直前ガバナー中野均様の堺東RCか
ら、公式ガバナー訪問が始まっています。 

 どのクラブの皆様も本当に暖かくお迎えいた
だき、感謝申し上げます。各々のクラブが会員数
に関係なく立派な地域や国際的な奉仕をされて
おられ、勉強になりました。どのクラブも会員の
高齢化、会員維持・増強が問題でした。 

 8月1日当地区研修委員長の樫畑パストガバ
ナーの研修を各クラブの増強委員長と受けてい
ただき、クラブに持ち帰り、実践していただきた
いと思います。 

 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、最初
は、会長・幹事・増強委員長の参加を強く願いまし
たが、3蜜を避けさせていただきたく各クラブ１名
参加となりました。参加を希望される声が多かっ
たのですが、申し訳ありませんでした。 

 日本のロータリー100周年の記念すべき年に共
に力を合わせ 「OPENS OPPORTUNITY」 コロナ
で閉された奉仕の機会の扉を開け、救いを求め
る手に寄り添い、世界で良いことをしましょう。 

          

 Rotary International District2640 

  2020-21   Governor  Hideka Fujii   

ガバナー 藤井 秀香 

8月は、「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 



8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 

地区 会員増強・維持、女性活躍・推進委員会 委員長 山下 茂男 

 地区委員会の活動基本方針は、①会員増強の目標人数を決める
②新規入会者へ入会メリット等を伝える③退会防止に努める④ク
ラブの現状を把握⑤各クラブ会長の強いリーダーシップの要請で
す。そして、活動計画は、 

①新規入会員の目標人数を決める 

 入会を誘う際の言葉はごくシンプルなものに留めるべきです。
最初からロータリーについてすべてを説明しようとせずに、まずは
例会や奉仕活動に参加してもらい、実際にロータリーを体験しても
らうようにする。 

②入会メリットを伝える（事例を挙げる） 

 ・ 奉仕活動を通じて地域社会に貢献できる。 

 ・ 仕事上の人脈や生涯の友情を築くことができる。 

 ・ 経験豊かな先輩から学ぶ事ができる。 

 ・ イベントの企画、人前でのスピーチ力、仕事に役立つスキルが身につく。 

 ・ 家族と一緒にボランティア活動や親睦行事に参加したり、地元や海外での青少年活動に
子どもを参加させることができる。 

 ・ 世界各地に友人をつくることができる。海外旅行中に現地の会員と交流できる。 

 ・ 世界どこの国のクラブの例会へもメイキャップとして参加できる等、ロータリー活動の魅
力を伝えてほしい。 

③退会防止に努める（例えばクラブに留まる理由、退会する理由の把握） 

 退会理由を理解することで、的を絞った対策を立てることができます。「例えば、退会した
会員の過半数が入会後２年以内に退会している場合、その対策として、比較的新しい会員に
例会や奉仕活動に積極的に参加してもらうように積極的にお誘いする。 

④クラブの現状の把握（職業分類バランス、会員の出席状況の把握等） 

 出席率の悪い会員に対し複数の会員から積極的に例会、奉仕活動への参加を呼びかける。 

⑤各クラブの会長の強いリーダーシップの要請 

 会長がクラブの先頭に立って会員増強に努めて頂きたく、お願い申し上げます。 

 最後に、新型コロナウイルスの影響や今後、益々クラブ運営、ロータリー活動にとって大変
難しい時期になると予想されます。各クラブ会長様を始め皆さんの益々のご理解とご協力が
必要となります。詳しくは、8月1日開催の会員増強セミナーでご説明させていただきます。 

 宜しくお願い致します。 





クラブ会員増強委員会のためのチェックリスト 
クラブ会員増強委員会の役割は、入会への魅力を高め、現会員の参加を促すための行動計画を

立て、実行することです。この委員会を効果的に運営するには、意欲ある会員5～15人が委員とな

り、クラブの会員増強計画を進めていく必要があります。また、委員会の構成は、次年度への継続性

とクラブ会員や地域社会の多様性を反映するべきです。 

 

入会候補者を見つける： 

☐ 「会員増強のための評価ツール」に含まれている会員の多様性と職業分類の調査を、毎年実施

する。クラブにまだいないタイプの人やロータリーの活動に関心を示している人を見つける。 

☐ クラブの全会員に、「入会候補者情報ワークシート」に毎年記入するようお願いする。 

☐ My ROTARYの「クラブの運営」ページから、クラブに紹介された入会候補者情報を定期的に管理

する。 

☐ 入会候補者について検討し、入会状況を確認するため、少なくとも月に1度は会合を開く。 

☐ 各入会候補者を担当する会員に、入会に向けたプロセスを進めるようお願いする。 

 

ロータリーについてもっと知ってもらう： 

☐ 入会候補者の参加促進を担当するのに最もふさわしい会員を人選する。各入会候補者の具体的

な関心を念頭に置き、クラブで情熱を行動に移す方法を説明する。 

☐ 定期的に入会候補者向けのイベントや説明会を開催し、ロータリー、クラブ、ロータリーの活動理

念を説明する。 

☐ 入会候補者として特定した人を、奉仕活動や例会に招待する。 

☐ クラブについて、例会で期待されること、クラブでのつながりや交流、奉仕の機会について、資

格ある入会候補者に説明する。 

 

入会を促す： 

☐ 各入会候補者にアプローチするのに最もふさわしい会員を任命し、入会を勧誘してもらう。 

☐ 意義ある形で入会式を開催する。クラブの全会員が出席し、家族も参加できるようにする。 

☐ クラブやロータリーの役立つ資料を含めた歓迎キットを新会員に渡す。 

☐ 新会員の入会を祝う。クラブのウェブサイト、ソーシャルメディアページ、ニュースレターに掲載。 

 

積極的な参加を促す： 

☐ 新会員を対象としたオリエンテーションを実施し、クラブの活動に積極的に参加してもらう。 

☐ 各新会員に会員1名をメンターとして任命し、職業や地域社会に関する知識、ロータリーの情報を

新会員に紹介する。 

☐ 全会員に奉仕プロジェクトやクラブ委員会に参加してもらう。 

☐ 会員満足度調査を使って、全会員の満足度を少なくとも毎年チェックする。 



ガバナー公式訪問  

7月14日 堺東RC 

 堺商工会議所2F 

会長 高松 慶暢 

幹事 沼田 康子 

 

 

 

7月16日  和歌山城南RC 

 アバローム紀の国 

会長 柏原 康文 

幹事 部家 安有美 

 

 

 

7月17日  和歌山南RC 

 ダイワロイネットホテル4F 

会長 樫畑 国俊 

幹事 水城  実 

 

 

7月20日 海南東RC 

 海南商工会議所4F 

会長 花畑 重靖 

幹事 田岡 郁敏 

 

 

 

7月21日  和歌山RC 

 ダイワロイネットホテル4Ｆ 

会長 笹本 昌克 

幹事 村田 弘至 

 



ガバナー公式訪問  

7月22日 羽曳野RC 

 LICはびきの2F大会議室 

会長 八尾 清隆 

幹事  川口  正 

 

 

 

 

7月27日 和歌山アゼリアRC 

 アバローム紀の国 

会長 野村 伸 

幹事 栗山 久 

 

 

 

 

7月29日 粉河RC 

 紀の川市立粉河ふるさとセンター 

会長 井関 孝純 

幹事 阪井 和篤 

 

 

 

 

7月30日 岩出RC 

 岩出市商工会館2F 

会長 藤田 源吾 

幹事 石本  浩 

 

 

 



環境の保全が新たな重点分野に 

 ロータリー財団ならびにRI理事会

は、「環境の保全」の重点分野を全

会一致で追加しました。 ロータリー

では以前から環境のための活動を

支援しており、過去5年間で、ほかの

重点分野に該当するグローバル補

助金を通じて1800万ドルを環境関連

の活動に投じてきました。 新たに独

立した分野として追加することで、

長年行われてきた地域社会での取

り組みを正式な分野の活動とし、よ

り大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げる新たな方法を提供できるようになります。 

 財団では現在、この重点分野における補助金の受領資格を検討しており、10月から詳しい情報を

お伝えいたします。 環境に焦点をあてたグローバル補助金の申請書は、2021年7月1日から受領を

開始いたします。   

Every Rotarian, Every Yearの推進にご協力ください 

 年次基金に100ドル以上のご寄付をした会員は「財団の友」会員の認証を受けることができます。 

また、クラブの全会員がそのような寄付をした場合、そのクラブは「Every Rotarian, Every Year」ク

ラブとなります。 

配布用ステッカー 



委員会等の活動がスタート 

7月 4日 (土) 第１回 ガバナー補佐・幹事合同会議 

7月10日 (金)  第１回 地域社会奉仕委員会 

 

 

 

 

7月11日 (土) 第２回 IT・ガバナー月信委員会 

7月17日 (金)  第１回 青少年・ライラ委員会 

7月17日 (金)  第１回 オンツー・台北委員会 

7月18日 (土)  第１回 ローターアクト委員会 

7月18日 (土)  R財団地区補助金審査委員会 

7月19日 (日)  米山卓話研修会 

7月22日 (水)  第1回 青少年交換委員会 

 

 

 

 

7月23日 (木)  第2回 会員増強委員会 



７月の活動報告            河内長野高野街道ロータリークラブ 
 2020年7月12～14日、河内長野高野街道RC（会長 太田 光治）の地域奉仕活動として、当クラブ
の野外例会場であるスマイルファームにて昨年11月に苗付けをし、会員が心を込めて育てた玉葱
を児童養護施設あおぞら、障害者サポートセンターレオ、NPO法人あすへに寄贈しました。 

 当クラブでは夜に集まり食事を共にする通常例会とは別に野外例会として、農場で汗を流し野
菜等を育て、その一部を養護施設や身体障碍者サポート施設、子ども食堂等に無償提供するサ
ポート活動を行っています。 

河内長野高野街道RCスマイルファームにてクラブ会員による玉葱の収穫作業の様子 

 2020年7月16日（木）河内長野高野街道RCは台湾の台北城西RCと友好クラブとリモートによる
交流を実施。 

 2020年6月11日当クラブはRID3482台湾の台北城西RCと友好クラブ締結を行った。6月11日は台
北城西RCの創立1周年記念式典が台北で開催され、当初は当クラブから会員が参加し、友好クラ
ブ締結調印式を行う予定だったが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で渡航が叶わず、締結書
の交換のみを実施。 

 7月16日は初の両クラブ会員同士の交流が実現した。2021年6月までには新型コロナが収束し、
台北で開催されるロータリー国際大会で友好クラブの会員と絆を深められることを心から願う。 

【次ページへ】 



 2020年7月16日（木）河内長野高野街道RCはリモート会議の講習会を開催。各会員がスマート
フォンやタブレット、ノートPCを持参し、Zoomのリモート会議システムの活用に挑んだ。 

 太田 光治会長の方針である「ロータリーの活動通して、自ら世代を超えた多くの人々と出会
い、また、時代の変革に対応した様々な活動を企画、参加することにより、ロータリアンとしての機
会を拡大していく」講習とすることが出来、新しい扉を開く第一歩を踏み出した。 

Zoomでクラブ協議会               有田ロータリークラブ 

 有田ロータリークラブ（会長 橋爪 誠治)は、７月１６日、新型コロナウイルスの対策として、オン

ライン会議（Zoom)でのクラブ協議会を開きました。第2分区の丸山ガバナー補佐は、Zoomから出

席。各委員会の活動計画の発表、意見交換を行いました。  



「きれいな街は、わたしたちの手で」 環境保全啓発活動 

    粉河ロータリークラブ 

 粉河ロータリークラブ（会長 井関 孝純)は、 ６月２４日、最終例会に紀の川市黒土の交差点

付近で草刈り活動を実施しました。 

 この活動は、きれいな街づくりを目指して約10年前から実施しており、毎年5月と11月に草

刈りと樹木の維持管理、ごみの清掃を行っています。この日は午前９時から約3時間かけてト

ラック山盛りの草を刈りました。 

















 

 

  ガバナー月信は、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に活かせ

てもらうため、情報収集に努めています。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 具体的には、

記念事業や特別例会、クラブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、 同好会等）や会員増強

等、職業奉仕（講演会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、福祉・教育支援事業等）、国際奉

仕（友好クラブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少年奉仕（青少年交換、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー財団、米山記念奨学会等の活動などの案内、

募集、報告等の寄稿をお願いします。 また、ご提供いただける情報は、文書面、 資料、写真を

ＦＡＸ、封書等又はメールでガバナー事務所へご連絡ください。 月信では、引き続き、国際ロー

タリー、地区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の収集等、紙面の充実に努めてまいりま

す。 ご協力、よろしくお願いします。                     （地区 ＩＴ・ガバナー月信委員会）  

国際ロータリー 

第2640地区 ガバナー事務所  

〒640-8331  

和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室  

TEL（073）426-2640  

FAX（073）426-2660 

http://rid2640g.com/fujii/ 

e-mail: fujii@rid2640g.com 
JR和歌山駅西口から徒歩7分  

阪和道、和歌山インターから約10分 

コロナ禍における「ロータリーの友」事務所の対応  

 都内の感染者拡大のため、友事務所職員は、時差出勤と在宅勤務併用で対応しています。
このため、当面の問い合わせ対応時間を 10：00 から 17：00 とさせていただきます。 


