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会長挨拶     ● 会長 土屋 昌之 ● 

本日の会長挨拶は、一昨日8月2日（火）に行われ

ました、静岡第2グループオンライン会長幹事会の内

容について、ご紹介させていただきます。 

討議された内容は、コロナ禍におけるクラブ運営の現

状について、2620地区合同奉仕作業について、会員増

強についての3点でした。 

 

まず、コロナ禍におけるクラブ運営ですが、「通常通

り例会を行う」「例会は行うが食事はなく弁当を持ち帰

る」「昼間の例会は行うが夜間は中止」「8月は例会を中

止にする」等、クラブによって様々でした。 

ちなみに沼津の各クラブは、沼津クラブ「8月は例会

中止で8月26日から状況により再開検討」沼津北「2

日は夜間例会を行うが9日16日は休会、23日再開予

定だが食事なしの弁当持ち帰り」沼津柿田川「通常通り

行う」といった状況でした。 

 

合同奉仕作業は、コロナの感染者数が増えております

が、現状では行う予定とのことです。現在決まっている

こと、検討事項を以下に報告します。 

静岡第2第3第4グループの合同奉仕作業になります

が、第2グループは沼津地区と富士地区に分けます。

沼津地区は7クラブが千本浜海岸周辺を分担して清掃

します。 

9時集合で、9時半から11時までの１時間半行いま

す。雨天の際は、9月25日に延期となります。予算の

中から、横断幕・のぼり・保険の手配は済んでいます。 

検討事項として、収集したごみの処理を、民間に委託す

るか市に委託するか検討中です。また、参加人数が数百

名になるため駐車場をどうするかも検討しなければなり

ませんが、協力しながら良い奉仕作業にしていきたいと

思います。 

 

会員増強についてはコロナの影響で休会、予定行事の

中止もあり、増員できているクラブは少ない模様でした

が、好事例が1つありました。 

著名な方の講演会を行った際に、ゲストとして7名

参加いただき、その内の3名が入会されたお話があり

ました。 

今年度はなんとしても増員したいと思っておりますの

で、参考にしたいと思います。 
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 例会プログラム 

■  クラブフォーラム②  ■ 

会員増強・維持委員会 

 8月のプログラム 

8月11日(木) 祝日休会 

1430回 12:30 

8月18日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 クラブ協議会② 

前年度事業・決算報告 

1431回 18:30 

8月25日(木) 

三島ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 納涼例会  

クラブ管理運営委員会 移動・夜間 

  9月のプログラム 

1432回 12:30 

9月1日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 外部卓話 

若林秀典地区公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長 

1433回 12:30 

9月8日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 外部卓話 

沼津市文化振興課 

1434回 未定 

9月11日(日) 

未定 第２グループ合同奉仕作業 

移動例会・曜日変更 

9月22日(木) 祝日週休会 

1435回 12:30 

9月29日(木) 

米山梅吉記念館 米山奨学生卓話 

ロータリー財団委員会  移動例会 

 

    例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37 

      アクアガーデン迎賓館沼津 

      TEL 055-920-5200 

    事 務 局  久松会計事務所内 

           TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

       E-mail : numawestrc@gmail.com  

例会日   毎週木曜日12：30点鐘 

公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長 久松  但 / 編集者 名古 良輔 
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出席報告 会員数24名 

例 会 会員数 出席数 出席率 

1429回 23 名 16名 69.57% 

 

◎ 欠席者 ( 7名) 

頴川ゆう子、宮口雅仁、本村文一、小野洋子 

下原満知子、内田逸美、山本哲之 

 

◎ 他クラブへの出席者 

 土屋昌之、山本宜司 (7/30 会員増強維持セミナー) 

 成田みちよ (7/31 米山記念奨学セミナー) 

 土屋昌之、渡邉勝也 (8/2 会長幹事会) 

 山田和典、成田みちよ、内田逸美 (8/2 沼津北RC) 

 本村文一 (8/4 北海道2500ロータリーEクラブ) 

 

◎ スマイル報告 

1.下田朗弘：入会記念日のお祝いありがとうございま 

す。 

2.土屋昌之：本日は、会員増強維持委員会クラブフォー 

ラム、よろしくお願いいたします。 

3.山本宜司：本日のクラブフォーラム、よろしくお願い 

します。 

4.芹澤貞治：無事、退院しました。 

5.M.Aテーブル：テーブル会残金です。 

 

 

 

 

1. 他クラブの例会変更等 

①富士山吉原RC：8月11日（木）祝日休会MU:無し 

②沼津北RC：8月16日（火）休会 

 MU:11:30-12:30 :沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 

③御殿場RC：8月11日（木）祝日休会 

 MU:9:00-15:00 :YMCA東山荘 

④沼津柿田川RC：8月24日（水）夜間例会 MU:無し 

               8月31日（水）休会 MU:無し 

⑤沼津RC：8月12日（金）休会 MU:無し 

         8月19日（金）休会 MU:無し 

⑥富士宮西RC：8月12日（金）祝日週休会MU:無し 

 

2. 報告・連絡事項 

① 次週8/11（木）は、祝日休会です。 

②8/25（木）の納涼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浅原諒蔵ガバナー公式訪問の日程が11月10日

（木）に決定いたしました。 

②８月６日のインターアクト年次大会はオンライン開催

になりましたが、加藤学園は、当日、校内に工事が入

る関係で、学校施設が使用できず不参加となります。 

 

2.協議事項 

①9月度例会プログラムの件 

クラブ管理運営委員長 重光 純 君 

 （重光）添付資料を説明 → 承認 

②9月度・10月度 座席表の件 SAA 山田和典 君 

 （山田）添付資料を説明 → 承認 

③新型コロナウィルス感染拡大により例会を欠席する場

合の『救済措置』の適応及び、出席条件について検討  

土屋 昌之 会長 

 →『救済措置』に内容を書面にまとめて、後日の例会

にて報告をするということで承認。   

 

3.その他 

①9月11日（日）開催の第2グループ合同奉仕作業に

ついて 

   現段階では、朝9時集合 作業は9時半～11時まで

雨天予備日 9月25日（日）となっております。細か

い内容及詳細は後日に報告します。 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山梅吉記念奨学会への寄付により第一 

回米山功労者として、感謝状を受け取る 

成田みちよ君 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 
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会員増強・維持委員長 山本宜司君 

 

本日のクラブフォーラムは、7月30日（土）グランシ

ップにて行われました、第 2620 地区会員増強・維持セ

ミナーの報告と、今後の会員増強に向けての一助とする

べく皆様にアンケートを行いました。 

まず会員増強・維持セミナーでは国際ロータリー第

2840 地区パストガバナー高崎ロータリークラブ所属 

田中久夫様を講師にお迎えし、「会員増強の事例研究～1

年で 51 人増強の実例紹介～」著書から講演をして頂き

ました。 

その中で高崎ロータリークラブでは幹事を務めると自

動的に 5 年後の会長が約束されるという不文律がある。

自分の会長年度に会員増強を果たしたければ、何年も前

からその準備（事前の勧誘）が必要で、単年度ではなく、

複数年度に掛かってもその状態に持っていくことが重要

である。目標は純増ではなく、倍増・3倍増である。との

事でした。 

 

クラブフォーラムにおけるアンケートでは、会員一人

一人考えた頂きその後テーブルごとにまとめて頂き発表

して頂きました。主な意見は下記の通りです。 

 

(1) あなたはロータリーへ何人勧誘しましたか？ 

  5～7人最も多く、その他15人、1人、0人 

 

(2) 会員の増強に当たり沼津西ロータリークラブの魅力

は何ですか？ 

「人の魅力」 

・一人一人魅力がある 

・個性的で個性豊か 

・会員全員の顔が見えやすい 

・社会生活においてのリーダーの人たちが多い 

・人と人との付き合い 

「組織の魅力」 

・小さなクラブ故、目的達成の為の結束力がある 

・年齢層が幅広い 

・全員参加のクラブ運営を実感できる 

・皆が対等に付き合える 

・女性にとって女性会員の比率が高い 

 

 

 

 

(3) 入会を躊躇っている人に対しての最後の一押しの口

説き文句は何ですか？ 

・一生付き合える友人を作りましょう。 

・地域団体に所属し、地域のつながりを持つ事はプラ

スとなる。 

 ・豊かな人生を送るため選ばれた人が選んだと多数の

職業人とのコミュニケーションの中で多数の情報を

得られます。 

 ・誠意を持って接する。 

 

最後に土屋会長より総評を頂きました。 

 

 

 
 

クラブフォーラムの司会を務める山本宜司君 

 

 
 

熱心に議論する会員の皆さん 

クラブフォーラム② 


