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9月 2日静岡空港の累計搭乗者が600万人に達

しました。静岡空港は、富士山静岡空港の名称

で、平成21年 6月に開港しました。当初は年間

140万人の搭乗者を見込んでいましたが、就航分

の伸び悩みから開港翌年には、平成29年を目処

に年間70万人の目標とすることに変更しまし

た。 

静岡空港は、総工費約2,000億円の内、85%以

上を県が負担し、約15%弱を国の補助金で建設し

ました。運営は、第3セクター方式を取らず、指

定管理者制度により行っており、開港当時から県

内の民間企業12社により出資設立された富士山

静岡空港株式会社が運営しています。

私は平成17年度から3年間、県の外部監査人

を拝命していましたが、監査対象として静岡空港

の費用対効果の問題を取り上げるべきかどうか

迷っていました。当時は、今後の赤字運営が明ら

かで、東海道新幹線が常時走っている中で、空港

の必要性が疑問視されており、監査対象としては

面白いテーマだと感じていました。しかし、開港

前だったこともあり、やはり実績が出てから議論

すべきではないかという意見もあり、テーマとし

て取り上げるのは断念しました。

開港後は、予想された通りでしたが、平成27

年度に、それまで3路線週13便だったものが、13

路線週47便に増加し、これにより運営会社の経

営も一変しました。皆さんもご存知のように、昨

今のインバウンドにより海外との路線が増加した

ためですが、運営会社の決算も最近では年間約 3

億円の利益が発生し、累積黒字も20億円を超え

てきました。当初存続すら心配していた富士山静

岡空港ですが、これからも運営が健全に推移する

ことを願うばかりです。

さて、本日は財団及び奨学会のセミナー報告で

す。宮口委員長よろしくお願いします。

9月のプログラム

1333回 14:00
09月14日(土)

東レ研修センター　米山梅吉記念
館創立50周年記念式典　米山梅吉
記念館委員　曜日変更移動

1334回 12:30
09月19日(木)

地区会員増強ｾﾐﾅｰ報告　クラブフォ
ーラム①　会員増強維持委員会

09月26日(木) 祝日週休会

10月のプログラム

1335回 12:30
10月03日(木)

米山梅吉記念館 外部卓話 米山記
念奨学生 唐丹様　理事会⑤

1336回 18:30
10月09日(水)

沼津リバーサイドホテル 沼津4ク
ラブ合同例会　沼津柿田川RC 夜間
例会 曜日変更

10月17日(木) 祝日週休会

1337回 12:30
10月24日(木)

クラブフォーラム② 公共イメージ
向上委員会

1338回 12:30
10月31日(木)

外部卓話 杉澤教人様 沼津法人会 
青年部会長 (株)大志建設 

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1332回 28名 27名 - 96.43％

1330回 27名 24名 3名 100.00％

●ゲスト・ビジター

　なし

●欠席者(1名）

　渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　内田逸美(9/4 沼津柿田川RC)、

　重光 純(9/4 北海道2500ロータリーEクラブ)

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 重光　純

2019 ～2020 年度

第29巻　08号

2019年 09月 05日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

■■　本日のプログラム　■■

■ 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ報告 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 ■ 

■ 米山記念奨学ｾﾐﾅｰ報告 米山奨学委員会　 ■

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第1332 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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●スマイル報告

1.久松　但：宮口委員長、本日は、宜しくお願いし

　ます。

2.成田みちよ、3.鈴木良則：財団セミナー・米山奨

　学会セミナー報告、宜しくお願いします。

4.名古良輔：鈴木良則さん、ベトナム奉仕活動の支

　援金をありがとうございました。

5.山本宜司、6.下田朗弘：本日、所用につき、早退

　させていただきます。

7.杉山惠嗣：先週、欠席させて頂きました。

8.神尾栄一：休みが続き、すみません。

9.下原満知子：長い間お休みしまして、すみません。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川RC

　9月11日(水) 創立夜間例会 MU受付 11:30-12:30

②沼津RC

　9月13日(金)→14日(土) 米山記念館創立50周年に

　振替　MU受付 11:30-12:30

2.連絡事項

①本日は、理事会がありますので、理事の方はよろ

　しくお願いいたします。

②次週は、9月12日(木)ですが、14日(土)に曜日・場

　所変更で、東レ研修ｾﾝﾀｰにて、米山記念館創立50

　周年式典です。10:30より三島駅→東レ研修ｾﾝﾀｰ

　へのシャトルバスをご利用下さい。

③9月13日(金)のリハーサル等に参加の方は、13:30

　に米山梅吉記念館へ集合して下さい。

理 事 会 報 告

1, 報告事項

① 10月13日(日) 米山梅吉記念館にて米山奨学生カウ

　ンセラーの研修会が行われます。 

2, 協議事項

①10月度プログラムの件 クラブ管理運営委員長 植松 

　正君 

　添付資料を説明、10/24例会にて永井君出席不可の場

　合はクラブ管理が担当する。

　10/31例会の外部卓話(杉澤教人氏)の謝礼→承認

②10月27日(日) 7RC合同ゴルフコンペの件→承認

③9月7日(土) 柿田川清掃奉仕のメークアップ扱いの件

　出席者: 鈴木和憲君、奨学生　唐さん、宮島賢次君、

　成田みちよ君→承認

④9月13日(金) 米山梅吉記念館50周年記念式典リハー

　サル参加者のメークアップ扱いの件→承認

⑤10月6日(日) 4RC合同ポリオ撲滅街頭募金の参加者メ

　イクアップ扱いの件→承認

⑥名古良輔 君より、10月17日～10月22日までベトナム

　ニンビン省での枯葉剤被害者支援活動の件

　名古君が現地で行う「小学生眼科検診ボランティ　

　ア」の際に必要な不要眼鏡の寄付協力について、次

　回例会以降告知していく。→承認

⑦11月4日(日) 地区大会のバスの件

 ･ 柿田川RCと現在相談中→承認

地区ロータリー財団セミナー報告

宮口雅仁ロータリー財団委員長　

　ロータリークラブは、奉仕を行う団体です。昔は、
親睦と友情を見つけ地域社会の人々と繋がりを築く
事でしたが、今は、奉仕がメインになりつつあると
の事でした。
　地域社会及び世界において、奉仕する意欲がある
人がロータリアンであるとの事です。
世界をより良くする為と、シンプルな理念から始ま
っています。
　皆さんは会社の経営者ですので、会社のプロジェ
クトの理想図は、アイデア・人材・資金です。豊富
なアイデアがある。有能な人材が居る。しかし、資
金が集まりづらい。ロータリー財団は、寄付だけで
外に向けての奉仕が多くなっています。
ロータリーは奉仕が軸になっていて、ロータリー財
団は有効的な資金の確保をする所であります。資金
面でサポートする事によって、ロータリアンの素晴
らしいアイデア、素晴らしい人材、奉仕活動に十分
活きると言うシステムです。資金を集め、采配する
のがロータリー財団であります。

米山記念奨学セミナー報告

　　　　　　　　　　　　　　久松 但 会長　　

　7月28日米山梅吉記念館において開催された「米山
記念奨学セミナー」に参加してきました。開会点鐘、
ガバナー挨拶等のあと、米山記念奨学会の理事で、
選考学務委員の安増惇夫（2700地区）から「クラブ
米山記念奨学委員長に期待される役割」というテー
マで講演が行われました。
　この中で、米山記念奨学会が1952年に東京ロータ
リークラブの提唱で行われたこと、その目的が、「
学問を究めた知日家、親日家を育てて世界に羽ばた
かせ、未来に向かって平和の懸け橋をかける」であ
ることが説明されました。2620地区の奨学生は、今
年度は23名ですが、この人数も寄付金額の比率で決
められます。なお、2620地区の寄付金額は1人当たり
14,410円で34地区の中で16番目です。奨学生が終了
すると学友となりますが、国内に33、海外にも9の学
友会があり、世界大会も開かれています。奨学生の
受け入れは、静岡県東部地区では少なく、甲府、静
岡、浜松に集中しています。沼津4クラブでは、唐丹
さんも含めて過去3名しかいませんが、適当な大学が
不足しているからかもしれません。
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本日は、「公益財団法人米山梅吉記念館」の創

立50周年記念式典です。当クラブは、受付担当

となりますのでよろしくお願いします。

さて、米山梅吉記念館は、1969年 9月に現在

の米山文庫として使われている旧館が竣工しまし

た。この竣工と共に「財団法人米山記念館」が設

立され、今日の「公益財団法人米山梅吉記念館」

に至っています。このため、2019年 9月がちょう

ど50年経過ということになります。現在使われ

ている新館は、1998年 10月に竣工し、その後

2002年には当時のRI会長のビチャイ・ラタクル

氏が来館し、本日と同じここ東レ研修センターに

おいて記念講演を行うとともに、記念館で植樹・

石碑の除幕式を行いました。当時私も入会したば

かりでしたが、RI会長の講演をここ東レ研修セン

ターで聞いた記憶があります。

現在旧館は、米山文庫として近隣の子供たちの

図書館として利用されています。建物の構造が円

柱型で、中に入ると周りの壁に本が積まれ、真ん

中の広場のような空間に子供たちが自由にくつろ

ぐという独創的な建物です。また、新館は、皆さ

んもご存じのように、1階には研修室・会議室の

ほか事務室があり、年2回例祭が開催されていま

す。2階には米山梅吉を紹介する展示物がありま

すが、つい最近大型のテレビが配置され、「公益

財団法人米山記念奨学会」を紹介するビデオが流

されています。これは、日本のロータリークラブ

の中に、公益財団法人が2つあり、この両法人が

連携しながらロータリークラブの広報活動をして

いこう、という目的のため米山記念奨学会が設置

したものです。なお、10月の第一例会には、米山

梅吉記念館で唐丹さんに卓話をして頂きますの

で、その際にでも見学して頂ければと思います。

本日は、例会が50周年記念式典となりますの

で、1日よろしくお願いします。

9月のプログラム

1334回 12:30
09月19日(木)

地区会員増強ｾﾐﾅｰ報告　クラブフォ
ーラム①　会員増強維持委員会

09月26日(木) 祝日週休会

10月のプログラム

1335回 12:30
10月03日(木)

米山梅吉記念館 外部卓話 米山記
念奨学生 唐丹様　理事会⑤

1336回 18:30
10月09日(水)

沼津リバーサイドホテル 沼津4ク
ラブ合同例会　沼津柿田川RC 夜間
例会 曜日変更

10月17日(木) 祝日週休会

1337回 12:30
10月24日(木)

クラブフォーラム② 公共イメージ
向上委員会

1338回 12:30
10月31日(木)

外部卓話 杉澤教人様 沼津法人会 
青年部会長 (株)大志建設 

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1333回 28名 25名 - 89.29％

1331回 27名 24名 0名 88.89％

●欠席者(3名）

　下田朗弘、田村治義、内田逸美

●他クラブへの出席者

　宮島賢次、成田みちよ、鈴木和憲(9/7 柿田川

　湧水公園清掃)

　宮島賢次(9/7 米山梅吉記念館)、内田逸美

　(9/11 沼津柿田川RC)

　宮島賢次、本村文一、成田みちよ、芹澤和子、

　芹澤貞治、重光　純、下田朗弘、下原満知子、

　杉山惠嗣、杉山真一、鈴木博行、鈴木和憲、　

　土屋昌之、鶴田龍聖、植松　正、渡邉勝也、

　渡邉亀一、山田和典、山本宜司(9/13 米山記念

　館創立50周年式典リハーサル)

　田村治義、内田逸美(9/13 沼津RC)

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 重光　純

2019 ～2020 年度

第29巻　09号

2019年 09月 14日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

■■　本日のプログラム　■■

■ 米山梅吉記念館創立50周年記念式典 ■

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第1333 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①新富士 RC

　9月17日(火)→14日(土)　おきがる無料相談所

②沼津北RC

　9月17日(水)→14日(土)　米山記念館創立50周年 

　に振替　MU受付11:30-12:30

2.連絡事項

①10/3(木)米山梅吉記念館にての移動例会の出欠席

　をご記入ください。

理 事 会 報 告

1.報告事項

①本日は、米山梅吉記念館創立50周年記念式典です

　どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

2.協議事項

①下原満知子君より休会届け提出（9月20日～10月

　20日)の件　⇒　承認。

米山梅吉記念館創立50周年記念式典

米山梅吉記念館創立50周年記念式典に際し

米山梅吉記念館　宮島 賢次 君

　沼津西ロータリークラブの皆様、本日はご協力頂

きお陰様で素晴らしい式典になりました。本当に有

難う御座いました。

　2年前に実行委員会のメンバーが決まり、準備を

始めることになりましたが余りに期間があり中々準

備が進みませんでした。記念講演の講師も候補を挙

げながらも決定的な決め手が無く、50年という刻み

の価値に対して重圧があり、実行委員会上層部も苦

慮していました。

　米山梅吉にゆかりがあり本人と面識がある方に出

演願えれば良かったのですが、実際にいらしても年

齢が90歳代と2年後のことをお願いするのは？と結

局依頼できませんでした。よって当り障りのない講

師でしょうがないかというところまで行きました。

　しかし、この式典は米山梅吉記念館を全国のロー

タリアンに知って頂く機会、また今後周年事業では

難しくなる50年という節目でしたので、せっかくや

るなら梅吉翁に関係の無い講演ならやらない方が良

いという強い決意が生まれ、小林総一郎ガバナーノ

ミニーの立案で今回の様な映像となりきり梅吉、映

像から繋がる大塚良重氏のひとり語りになりました。

　過去に無い講演になったと実行委員会委員は皆信

じていました。皆様は如何だったでしょう？小さい

ミスは有ったにせよ大成功だったと私は思っていま

す。

　式典が終わって顧みるに、それぞれの委員会が責

任感を持って職責を全うしその努力の結集が無くし

て成功は無かった。と思いました。他の実行委員会

委員も同感でした。

　私は、式典委員会でしたが到底一人で成せるもの

では無く、クラブ会員がこの式典の意義をご理解下

さりご協力頂いた故の賜物と深く感謝しております。

誠に有難う御座いました。

当クラブ会員による受付

記念式典の様子

　
井上（　③　） 宮口（　２　） 本村（　２　）

永井（休会）

植松（　③　）

-------------------------8月分出席一覧 -----------------------

頴川（　１　) 久松(　③　) 神尾（2,1)+１ 宮島（③）+２

名古(③）+１ 成田(③)+１ 芹澤和(③)+２ 芹澤貞(　③　) 重光(１、２) 下田(１、２)

下原 (休会) 杉山恵(　１　) 杉山真(　③　) 鈴木博(　③　) 鈴木和(③)+１ 鈴木良(２、免除) 田村(　③　)

土屋(③)+１ 鶴田(　③　) 内田(１，２) 渡邉勝(　③　) 渡邉亀(２,免除) 山田(③)+１

山本(③)+１ 例会出席％　 　83 . 54　% 地区報告　　92 . 41　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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Pilotというと、一般的には飛行機の操縦士の
ことを思い浮かべると思います。しかし、広辞苑
で「パイロット」と引くと、①水先案内人、②航
空機操縦士、③試験的と出ています。また、広辞
苑で「水先案内人」と引くと、特定の水域を船舶
が出入・通過する際、船長の操船を補佐して水路
の案内をする人、と出ています。

つまり、Pilotという言葉は、もともと飛行機
のない時代に、操船困難な水域において船長を助
け、船舶を安全に導く専門家のことを指していた
のです。日本は海に囲まれた国であるがゆえに、
国内だけでなく外国からの物資の輸送に船が多く
使われ、タンカーや客船などの大型船が日々港に
入港してきます。この入港に際し、船長だけで
は、湾内の地形や水路の複雑な構造などを知らな
いため、その港に居るPilotに手助けをしてもら
います。

Pilotが船長の手助けをする水域を水先区とい
い、水先法に基づく政令（水先法施行令）によ
り、外航船が多く出入りする港に設定されていま
す。日本には、この水先区が35あり、静岡県の
場合、清水水先区、田子の浦水先区の2か所があ
ります。それでは、Pilotは全国に何人ぐらいい
るでしょうか？全国的には35の水先区でわずか
680名しかおりません。ちなみに、静岡県では、
清水に4名、田子の浦に2名の6名しかいないの
です。

Pilotは、船長から要請を受けると、船に乗り
込んで船長と打ち合わせを行い、港までの針路や
走力などのアドバイスをします。乗船に当たって
は、天候などが荒れていたり、夜間であったりす
ることもあるため、危険が伴います。また、乗船
後も、めったにはありませんが、海難事故が発生
する可能性もあり、非常に責任の重い仕事でもあ
るのです。

さて、本日は会員増強維持委員会によるクラブ
フォーラムです。鈴木和憲委員長よろしくお願い
します。

10月のプログラム

1335回 12:30
10月03日(木)

米山梅吉記念館 外部卓話 米山記
念奨学生 唐丹様　理事会⑤

1336回 18:30
10月09日(水)

沼津リバーサイドホテル 沼津4ク
ラブ合同例会　沼津柿田川RC 夜間
例会 曜日変更

10月17日(木) 祝日週休会

1337回 12:30
10月24日(木)

クラブフォーラム② 公共イメージ
向上委員会

1338回 12:30
10月31日(木)

外部卓話 杉澤教人様 沼津法人会 
青年部会長 (株)大志建設 

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1334回 27名 25名 - 92.59％

1332回 28名 27名 1名 100.00％

●欠席者(2名）

　井上武雄、下原満知子

●他クラブへの出席者

　下田朗弘(9/11 沼津柿田川RC)、内田逸美(9/20 

　沼津RC)

●スマイル報告
1.宮島賢次、2.渡邉勝也：誕生日のお祝いありがと

うございます。

3.重光　純、4.神尾栄一：家族の誕生日のお祝いあ

りがとうございます。

5.本村文一、6.鶴田龍聖、7.杉山惠嗣：入会記念日

のお祝いありがとうございます。

8.久松　但、9.成田みちよ：鈴木会員増強維持委員

長本日のセミナー報告を宜しくお願いします。

10.成田みちよ、11.鈴木良則、12.名古良輔：米山

梅吉記念館50周年記念式典、宮島さんはじめ、皆様、
お疲れ様でした。

13.下田朗弘：米山記念館50周年事業、お休みして、

申し訳ございませんでした。

14.B.Cテーブル：9/17のB.Cテーブル会残金です。

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 重光　純

2019 ～2020年度

第 29巻　10号

2019年 09月19日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

■■　本日のプログラム　■■

■ 地区会員増強セミナー報告 ■

■クラブフォーラム① 会員増強維持委員会 ■

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第 1334 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC

　9月20日(金)　休会　MU受付 沼津リバーサイド

　ホテルにて　11:30-12:30

2.連絡事項

①次週26日は、祝日週休会です。

②次々週10/3(木)は、米山記念館にての移動例会で

　米山奨学生卓話です。出欠席をご記入下さい。

③次々週10/3(木)は、理事会がありますので、理事

　の方は出席及び協議資料の提出をお願い申し上げ

　ます。

④名古良輔君が10月17日～22日までベトナム ニンビ

　ン省にて枯葉剤被害者支活動を行います。今回、

　小学一年生を対象に検診を行い眼鏡の必要な子供

　さん達に眼鏡を提供したいとの事ですので、不要

　な近視・遠視(老眼鏡)用眼鏡をお譲り下さい。　

⑤先月より10月24日ポリオデーに向け、募金箱を毎

　例会事各テーブルに回しておりますので、ご協力

　下さい。

会員増強・維持セミナー報告

鈴木和憲会員増強・維持委員長　　

　去る8月4日(日)地区会員増強・維持セミナーがグ

ランドホテル浜松において開催されました。

　当日は、少し早めに浜松駅に到着したのでホテル

までたいした距離でもなさそうでしたので歩いてい

きました。この日は天気も良く非常に暑い日でした

ので、汗をかきかき歩き15分ほどでホテルに着き受

付を済ませ2階の会議場に入りました。

　12時45分に安間みち子ガバナーの開会の点鐘で会

議が始まり、その後、ガバナーの開会挨拶に始まり、

パストガバナー中山正邦アドバイザーの挨拶､岩澤秀

治会員増強・維持委員長の挨拶、そして2019会員基

礎向上セミナー資料報告がありました。

　その後13時20分ごろから4グループに分かれ、分科

会を開きました。これは、静岡山梨の2グループごと

に4つに分かれディスカッションを約1時間行いまし

た。ここでは、

①クラブの戦略（ビジョン）

②クラブを知る

③クラブの活性化

④会員増強

⑤会員維持

について各クラブが今抱えている、現状を話し合い

ました。

　その後約10分の休憩の後、全体会議に入り、渥美

地区委員の進行でパネルデスカッション形式で約1時

間半分科会で話し合ったことを発表する形で討論が

なされ会議が終了しました。

クラブフォーラム①

鈴木和憲会員増強・維持委員長　

　本日は、会員増強・維持委員会のクラブフォーラ

ムです。よろしくお願いいたします。

　会員増強・維持委員会の役割は、会員増強のため

の計画を立て、これを実施することです。クラブが

効果的に機能する為には、会員が必要です。

　地域社会に奉仕し、ロータリー財団を支援し、ク

ラブレベルを超えて、ロータリーに奉仕できる良い

指導者を育成するためのクラブの力は、会員基盤の

規模と強さに直接関係するものだと思います。

　クラブ会員増強・維持委員会の責務は、会員増強

目標を達成できるよう目標を立てることです。

　今回私は、沼津市内の企業をネットで検索し、ま

た、医院や老人介護施設など様々な企業などから、

現在会員の知り合いの紹介等で絞り出して、ロータ

リーの案内等をし、少しでも関心を持ってもらうよ

うにしていきたいと思い、会員皆様の協力を仰ぎた

く、アンケート形式でデータを出して見たいと思い

ました。

　早速ですが、ご協力いただいたアンケートの集計

が出ましたので、報告します。

①入会候補者は、入会への関心を抱く前から、ロー

タリーについて認識していた。また、ロータリーに

ついて紹介されていた。

　YES.　13　　NO.　8

②入会前、ロータリアンとの個人的なつながりを有

していた。

　YES.　15　　NO.　6

③ロータリーについて知っており、好ましい印象を

抱き、入会に対する強い関心を持っていた。

　YES.　 5　  NO.　15

④若いリーダーや、多様な職業・ビジネスのリーダ

ーとして、ロータリーに魅力を感じていた。

　YES. 　5　  NO.  13

⑤入会の理由として、地元や海外での奉仕活動、ま

た、個人的・職業的な発展への関心があった。

　YES.　11　　NO.　8

⑥ロータリーに入会しない理由としては、どのよう

な要因があると思いますか。

　・会費が高い。

　・時間が合わない。

　・活動内容がわからない。

　・RCに関心がない。

　以上のような結果になりました。今後の増強や、

維持について、参考にしたいと思います。

ご協力ありがとうございました。




