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２０１８年（平成３０年）８月２日(木)晴れ 第２６１９（当年度第５回）例会  
                

点 鐘                 会長  片平 博己君 

司 会                 ＳＡＡ  近藤 道麿君 

国歌                         「君が代」 

ロータリーソング               「奉仕の理想」         

四つのテスト唱和          永田 広光君 

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介 

名古屋守山ロータリークラブ会長 西脇 司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤 みゆき様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 片平 博己君 

 
本日は、会員増強のクラブフォーラムです。なぜ、名古

屋守山ロータリークラブの西脇会長様にお越しいただ

いているのかを説明させていただきます。 

会長エレクトの段階で３回の研修会と PETSに参加しま

した。この３回の研修会が盛りだくさんで、あちらの会

場、こちらの会場と時間に追われながら渡り歩いて研

修を受けます。確かに大変なのですが、分区を超えい

ろいろな会長さんとお話をさせていただく機会が得られ

たことは、とても有意義でした。その中で、一番、関心を

持ったというより、敬意を抱いたのが、西脇会長でした。

西脇会長の、会員増強の実績、会員増強に対する見

識と仕組み、アイデアを伺い、早速、お願いして資料を

送っていただきました。それを拝見させていただいて、

また、びっくり。これは、当クラブに来ていただいて直接

お話しいただいて、私だけでなく、皆さんで情報共有し、

参考にさせていただいたほうが良いと思い、西脇会長

にお願いし、濱島委員長にお願いし、地区増強委員会

の澤田委員長に相談し、今日にいたりました。 

確かに、会員増強は属人的、すなわち、「難しいことを

あれこれ言うより、知り合いを、強引あるいは泣き落と

ししてでも引っ張ってくる」とか、「仕事に絡ませて」とか、

要は増やせば良いといった安易な考え方にややもすれ

ば陥りがちです。また、「面倒くさい」「誰かがやってくれ

るだろう」「時代が悪い、不景気だから」など、どこか本

音のところで逃げ腰です。私自身がそのようになりがち

なので間違いありません。 

また、先週のガバナー補佐訪問のクラブフォーラムで

「都会と田舎、名古屋と尾張の会員増強のやり方は違

うから注意しなさい」というご指導もありましたが、まず

は、一旦、頭の中を空っぽにして、西脇会長の話をお
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聞きして、丸呑みしてみてください。必ずヒントがあると

思います。 

「これまでと同じ考え方で同じ方法で取り組みながら、

これまでと違う結果を期待することを狂気と言う」正確

かどうかわかりませんが、記憶にある言葉です。違う結

果をもたらすためには、違う発想、違う方法を取り入れ

ていかなければなりません。いかに人をその気にさせ、

気分よく引き寄せることができるかなど、ビジネスでの

ヒントになることもたくさんあります。 

特に濱島委員長には、今日の話を聞いて、具体的取り

組み方法を会員の皆さんに働きかけていただけること

を期待いたします。どうか皆さんも、よろしくお願いしま

す。 

バナー交換 

 
 

幹事報告  -別紙-      幹事  波多野 智章君 

 

祝 福 –別紙-          委員長 尾関 育良君 

 

出席報告              委員長 冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３３名  １２名 ９１．６７％ 

前々回 欠席者２名（７月１９日） 

補正出席率 ９５．００％ 

 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○本日、卓話でお世話になります。名古屋守山ロータ

リークラブ会長西脇でございます。宜しくお願いしま

す。                       西脇 司君 

○名古屋守山ロータリークラブ会長西脇 司様、佐藤

みゆき様ようこそお越しくださいました。本日クラブフォ

ーラム卓話大変楽しみにしています。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君 

○本日のクラブフォーラム、会員増強委員会が担当さ

せて頂きます。西脇様、本日の卓話よろしくお願いい

たします。                 濱島 聡一朗君 

○名古屋守山ロータリークラブ会長 西脇 司 様、本

日の卓話 楽しみにしています。 

滝 勝夫、古田 嘉且、杉浦 賢二、松井 智義、 

大池 武徳、伊藤 靖祐、沢田 昌久、岩田 静夫、 

長瀬 晴義、木本 寛、岩田 進市 各君 

 

卓 話  

クラブフォーラム 会員増強委員会 

会員増強委員長 濱島 聡一朗君 

 
名古屋守山ロータリークラブ会長 西脇 司様 

 
皆様、こんにちは。名古屋守山ロータリークラブ、今年

度会長の西脇でございます。先程は片平会長より過

分なご紹介を頂き、ありがとうございます。 

本日は、名門クラブ復活へのプロローグと題し、当クラ

ブが2年間にわたる会員増強の取り組みにつきまし

て、お話します。 

その前に一言申しておきたいのですが、これからお話

しする内容につきましては、クラブの会員増強を自慢し

たいとか、皆さんに知らしめたいとか、という主旨でお

話しをすることは、毛頭ございません。当クラブは、決

して会員増強が成功していると思ってはおらず、まだ

まだ発展途上であり、日々、七転八倒しながら、努力し

ているさなかでございます。会員増強という大変な苦

労を、本日皆様と共有したい。このような思いでお話し

させて頂きたいと思います。 

１．  きっかけ 

私が名古屋守山ロータリークラブへ入会に至った経緯

をお話しします。私の叔父が、名古屋守山ロータリーク

ラブのチャーターメンバーでした。また、父も当倶楽部

に長く在籍しておりました。私自身は、高校2年の時

に、当時３５８地区、東京・沖縄地区   インターアクト

クラブガバナーに就任しました。また、大学の４年間

は、神田ローターアクトクラブに在籍しておりました。 

社会人になってからは、２６歳より１５年間、名古屋青

年会議所に在籍し、卒業後、諸先輩方々からロータリ

ークラブへの入会のお誘いがございましたが、すべて

お断りしておりました。なぜかと申しますと、当時の私

にはロータリークラブがあまり魅力的に映っていなかっ

たからというのが本音です。しかしながら、ロータリーク

ラブに関する情報と知見はかなり持ち合わせていたの

で、現在、入会して３年半であるにも関わらず… 
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めちゃくちゃですよね～たった３年半で会長をやるなん

て！なんとか努めております。 

入会のきっかけ 

６０歳を過ぎた私は、各種業界団体の会長の職も終え

て、若干の時間の余裕も出来てきました。 

日本ゼネラルフード株式会社で、創業者である当時の

杉浦社長も名古屋守山ロータリークラブに在籍してお

りました。そのような関係もあり、また私自身が地域貢

献にお役に立てればと考え、地元である「名古屋守山

ロータリークラブ」への入会であるならば、今までに各

方面からのお誘いをお断りさせて頂いていたロータリ

ークラブの諸先輩方々にも、失礼にはならないであろ

うと思い、２０１５年３月に入会しました。ここからが問

題なのです。入会する前の私の勝手な想像でしたが、

少なくともクラブには７０名から８０名のロータリアンが

在籍しているものと思い込んでいました。 

入会後は３名のメンバーが退会し、２０１６年３月現在

で、在籍者はたったの３４名となり、このとき私は、若

干、（実は大きな）後悔の念を抱いていました。少人数

になった経緯はいろいろとございますが、大きな出来

事としては、２０１４年度の６月、一度に９名の退会が

あったそうです。 

ロータリークラブの危機 

少人数のメンバーだったこともあり、クラブの財政上の

理由から、運営がとても厳しい状況でした。 

たとえば、例会場をホテルマリオットから変更すると

か、事務所をマリオットから引っ越すであるとか、後ろ

向きな議論ばかりされていました。「守山＝田舎臭い」

ので、名前を変えてイメージアップしたらどうか。さら

に、引っ越しをするなら辞めるという会員も出てきて、

とてもシラケた雰囲気が蔓延していました。このままで

は、当クラブはどこか別のクラブと合併も検討しなけれ

ばならない状況でもありました。私は、正直、３４名しか

在籍してない弱小クラブだと、初めからわかっていた

ら、名古屋守山には入会しなかったです。もっと大所

帯の「北」か「西」か「中」のクラブに入会していたと思い

ます。本当にそう思っていました。 

しかし一方で、地に落ちた名古屋守山ロータリークラブ 

を何とかしなければという思いでした。２０１６年３月現

在の在籍メンバー３４名中、休会メンバーは５名で、実

質２９名で活動を行っていました。一人何役も委員会

に属しており、とても忙しく大変でしたが、残っているメ

ンバーは皆良い人柄で、クラブの雰囲気はとてもよく、

一体感がありました。そのような中で、私は２０１６年３

月に一泊二日のゴルフ同好会へ参加しました。 

宿泊地で懇親会が開催され、二次会はカラオケでした

が、カラオケが苦手な私はその場から脱出しました。 

談話コーナーで、当時の松崎会長ノミニーと話す機会

があり、会員増強の為、メンバーを５０名にしようという

思いで、チーム５０創設のアイデアが生まれました。 

１人１人紹介すれば、すぐに達成できると簡単に考え 

ていました。 

このアイデアを、新会員「ロータリー情報研修委員会」

のアンケートで記入し、提案した結果、アイデアが理事

会まで上程され、最終的に承認されました。 

そして、「おまえがやれ！」とおだてられました。 

２. PJ「TEAM５０」の立ち上げ 

 
２０１６年７月６日、会員増強プロジェクト「チーム５０」を

発足し、キックオフミーティングを開催いたしました。 

チーム５０の役割として何を目指したのか 

私は何事も形から入る癖がありましてとにかく形に拘

りました。まず、各メンバーの役割を明確化しました。

次に会員増強の取り組みに対するクラブ一体感の醸

成。そして見える化を行いました。また、紹介者にはし

つこく、根負けするくらい 電話、メール、第三者を介し

て言わせるなどのアプローチをし続けるとともに、入会

を達成した場合は、その紹介者を徹底してほめまし

た。さらに、入会者に対しては、退会にならないように

一人ぼっちにさせないよう、声をかけ歓迎する雰囲気

づくりを意識しました。 

これらの取組により、V字回復を目指しました。 

運営スタイルは、サッカーチームにならい、  ヘッドク

ォーター、デスク、スカウトが三位一体となり、会員全

員で新規入会勧誘に取り組みました。 

３. TEAM５０の取り組み 

 
ターゲットリストすなわち紹介状の提出依頼です。 

第１回目は２０１６年７月６日に配布しました。 
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次に取り組みの見える化です。テーブルインフォメーシ

ョンを制作し、A４サイズのカード立てを例会の都度、

掲示し、チーム５０から会員へ向けて情報発信を継続

的に行いました。 

 
次に、名刺にチーム５０のロゴシールを貼り付けまし

た。また、ピンバッジも作成し、例会時に着用を奨励し

ました。現状のクラブの危機感と会員増強への意識醸

成の為に、徹底して見える化を行いました。 

 
入会しやすい環境づくりについてです。 

新しく入会される方への不安解消、入会後に寂しくなら

ないような取り組みとして、ご入会のお誘いレターや検

討中の方へレターをお渡ししました。 

 
入会諸費用軽減を行いました。 現状より１０万円軽減 

し、負担感をおさえて入会へのハードルを下げました。

単年度ごとにて、理事役員会で継続中です。 

 

継続的な会員募集の取り組みです。第二次、第三次、

そして１６-１７年度最終募集のターゲットリストを６月２

８日に配布しました。結果、３１名分の提出があり、紹

介者に対しては電話などにて、ゲストにいつお越し頂

けるのか、また入会の見込みはいつなのか、繰り返し

徹底してアプローチを行いました。 

一言でも会員が、「心当たりがある」と聞けば、その方

をゲストでお連れするまで、しつこくアプローチしまし

た。また、紹介者の情報は責任者が一元管理し、進捗

状況を把握して、必要な行動を起こすことが、とても大

切です。 

 
会員数の推移です。１６-１７年度はゲスト１７名中 ９

名の入会、ご逝去による退会が１名で計８名の  増

強、会員総数は３４名から４２名へと増加しました。新

会員が３名増えるごとにクラブ内で歓迎会を開催しま

す。新会員に、例会だけではなかなか交流ができない

ので、大変喜ばれます。 

４. チーム６０の新たなスタート 

17-18年度は、順調に会員数を伸ばした前年度に続

き、会員数のさらなる飛躍を目指して、チーム６０を発

足しました。また、会員数６０名の実現に向け、戦略を

持って取り組むことを目標とし、「ストラテジー６０」と冠

しました。 

 
新体制チーム６０の運営スタイルはごらんのとおりで

す。 
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当クラブのホームページバナーを更新しました。名古

屋の象徴である、「名駅」「名古屋城」「MRJ」「リニア新

幹線」をモチーフとしたデザインを作成しました。 

また、ピンバッチも新たに「ストラテジー６０」のデザイン

で作成しました。 

継続的な会員募集活動については、第一次募集を２０

１７年１０月４に配布、第２次募集は同年１１月８日に

配布しました。 

 
第三次募集については、今年２月１６日に配布しまし

た。画面右側、募集用紙をご覧ください。 

いよいよ悲願の会員数５０名まで残り３名となり、用紙

デザインも変更し、目標達成にむけて、しつこく粘り強

紹介者にアプローチを行いました。 

１７-１８年度の会員増強の推移です。 

ゲスト２２名をお迎えし、１０名の入会と２名の退会が

あり合計８名増強しました。 

会員総数は３９名から４７名へと増加しましたが、さら

に７月には３名の入会者があり、悲願であった会員数

５０名を達成しました。但し、クラブ全体が燃え尽き症

候群にならないよう一生懸命、ハッパをかけています。

お陰様で昨日の理事会に於いて、２名の入会を承認し

ました。会員数は５２名になります。 

５. ２０１８年-２０１９年度の取り組み 

 
今年度の取り組みは、クラブ戦略委員会を通じて、プ 

ロジェクト名、「ストラテジー６」の名の通り、「６大戦略」 

として目的をさらに明確にしました。 

３年未満の新会員が４０％を越え、クラブのアイデンテ

ィティを明確にし、見える化することは、とても重要なこ

とです。 

会員数の更なる増強に向け、この６大戦略をもって 

会員数目標、６０名を達成後、私会長として、チーム７

０を必ず立ち上げます。 

「会員増強活動は、クラブ活性のための大切なツール

です。会員増強のために多くの会員が候補者の掘り

起こし、ゲストのおもてなし、あの手、この手の口説き、

時には何年もかけて、攻略したり、多くの苦労を伴いま

すが、確実にクラブ内コミュニケーションは良くなりま

す。また、入会した新会員がクラブに新しい風を吹か

せます。 

とにかく会員増強を一生懸命していると、クラブが元気

になります。 

逆に会員増強のムードが盛り上がらないと、クラブは 

停滞します。暗い雰囲気の中には誰も入会してくれま 

せん。 

会員増強は誰がしてくれるではなく、１人１人が汗をか

くことが肝要かと考えます。 

６. テーブルインフォメーション 

ここからは，テーブルインフォメーションの入会式のみ

抜粋したものをご紹介します。 

 
２年間で５７号を発行し、7月現在で６０号となりました。 

毎週、アイデアを出して作成しなければならない事に

大変苦労しています。 

年度によって、イメージを変更したりと、分かりやすい

内容で飽きがこない様に、パロディーも加えながら、工

夫に工夫を重ね、情報発信を継続しております。 

 
Vol３０からはTEAM６０となり、会長も女性になったこと

から明るくPOPなデザインに変化を加えております。 

Vol４６では、「清水あきとし」さんを私が初めて紹介し、

入会して頂きました。私自身の紹介による入会は１名

しかいません。言い換えれば、クラブ内に会員増強の

潜在能力があって、それを上手く引き出せたのだと考

えています。 



 

- 6 - 

 
また、Vol４６から、弊社内の作成者とデザイナーを女

性から男性に変更し、両面に変化をつけました。 

１８―１９年度からは、新会員のために、ロータリーの

基礎情報なども掲載し、今まで以上に活用出来るテー

ブルインフォメーションに仕上げております。 

今年度も情報発信を行って、情報の共有、徹底したア

プローチにより会員増強に、一層取り組んで参ります。 

以上、発表を終わります。ご静聴ありがとうございまし

た。 

 

本日の食事 

 
点鐘           会長  片平 博己君 
 

西日本豪雨災害義援金募金 

 
7/19・7/26・8/2の3例会にて、メンバーに募金をお願

いし、総額３１,０００円の厚志が集まりました。 

 

 

江南ローターアクトクラブ解散式 

8/5(日)11: 30より、日本料理 増美にて、江南ローター

アクトクラブ解散式が開催されました。 

江南RAC OB・OG出席者 順不同 

大平 竜彦、村瀬 雅己、小島 福俊、栗本 雅司、 

中野 包裕（金弘）、広瀬 雄二、栗本 彰久、 

国島 慎、丹羽 恵子、能田 万由、岡田 憲和、 

前田 隆史、山崎 大輔、武藤（高取） 妙子、 

松本 有史、式守（船橋） 絹枝、坂部（景山） 聖子、

岡本 和子、大池（土田） 和美、吉田 高延、 

高木 幸弘、寺澤 稔、稲波 雅泰、冨永 佳秀、 

藤井 晶子、磯村 考輔、磯村 美貴子、大池 拓真、

鈴木 祥之、河合 あゆみ、大野（村瀬） 真以、 

和田 典子、村松 彩香、村瀬 慶祐 各様 

来賓 

昨年度地区青少年委員会委員長 西本一幸君 

メンバー登録者 

片平博己会長、加藤義晴副会長、波多野智章幹事 

大池武徳青少年委員長、岩田 俊久、森 弘好、 

岩井 正彦、倉知 正憲、尾関 憲市、川崎 良一、 

古田 嘉且、冨永 典夫、堀尾 庄一、沢田 昌久、 

岩田 静夫、猪子 明、中村 耕司、木本 寛 

岩田 進市 各君 

 

江南ロータリークラブ会長挨拶 片平 博己君 

 
前ローターアクトクラブ会長挨拶 村瀬 慶祐様 

 
来賓挨拶 

昨年度地区青少年委員会委員長 西本一幸様 

 
ビデオ 上映 

※江南RAC39メモリー動画 
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初代ローターアクトクラブ会長挨拶 川崎 良一君 

 
乾杯                      大平 竜彦様 

 

 
歓談 

 

 

 

ローターアクトメンバーによる思い出のスピーチ 

栗本 雅司様  吉田 高延様  大池 和美様 

 
河合あゆみ様 大野(村瀬)真以様 磯村考輔様 

 
山崎 大輔様  栗本 彰久様  村瀬 雅己様 

 
武藤(高取)妙子様  冨永 佳秀様 

 
自分の後のスピーカーを指名するというルールに

て、１１名の元アクターに当時の心に残る思い出

話を語っていただきました。 
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西日本豪雨災害義援金募金 

 
出席されたローターアクトＯＢ.ＯＧ皆様より西日

本豪雨災害義援金４３,０００円のご厚志をお預か

りしました。 

ローターアクトソング斉唱 

 

 
 

集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶           堀尾 庄一君 

 
閉会点鐘            川崎 良一君 

 
３９年の歴史を感じさせる江南ローターアクトＯ

Ｂ.ＯＧ３４名の出席をいただいて開催された解散

式。３９年間を振り返るには、このひと時があまり

にも短すぎましたが、集合写真に写っているお一人

お一人の表情に、江南ローターアクトの存在意義が

表れていると感じます。初代ローターアクトクラブ

会長であった川崎良一君が江南ロータリークラブ

の会長を務めた昨年度に解散が決まりました。この

閉会の点鐘にどのような想いがよぎったのかは計

り知れません。本日、江南ローターアクトクラブ、

３９年の歴史に幕を閉じました。 

（担当 猪子 明） 


