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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6ホテルニューイタヤ内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      嶋田 辰雄 S.A.A 

    

● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   島田 辰雄 S.A.A（親睦・家族委員長代読） 

    

§ 1年交換留学生 コーエン・ソフィアン 君(フランス) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 先週は、楽しい納涼家族会でした。親睦・家族委員会の皆様ありがとうございました。私も何

十年振りにボーリングをしましたので、3日程経ちましたら腕が痛くなりました。 

 そして、1年交換留学生のソフィアン君、ようこそ日本にいらっしゃいました。今日から私がホ

ストファミリーを努める事になりました。月に 1 度は例会に参加させる様にと地区から連絡があ

りましたので、これからよろしくお願い致します。 

 8月は会員増強拡大月間です。本日の卓話でも会員組織委員会よりお話がございます。会員を拡

大する事も大切ですが、力を合わせ多彩な計画を立てる事も一つの方法かと思っています。この

機会に自分にとってのロータリーを考えてみるのも良いのではないでしょうか。 

 本日もよろしくお願い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§9月 16日(水)ガバナー補佐訪問及び 9月 30日(水)夜間例会にてガバナー公式訪問です。皆様の

ご出席をお願い致します。 

 

 

 

 

8 月 第 3 例会        

2015 年 8 月 26 日(水)    会員数 46 名 出席 27 名 

TEL:028-635-5511
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    皆出席報告    物井栄三郎 出席委員長 

    

田島 久夫 会員 

 

1995 年 7 月より満 20 ヵ年 

 

 

 

 

    スマイル BOX 委員会報告   磯田 賢 会員 

    

§藤井康夫会長 親睦委員会の皆様、先週は納涼家族会、ご苦労様でした。大変楽しかったです。

クリスマスも期待しています。それと 1年交換留学生のソフィアン君ようこそ。 

   §坂井俊司幹事 コーエン・ソフィアン君日本へようこそ、1年間頑張って下さい。 

   §田島久夫会員 20年の皆出席表彰をいただき、ありがとうございます。これからも頑張ります。 

   §村上芳弘会員 笠原リーダーの方針に沿って、今日は素晴らしい報告が出来ると思います。 

   §山本敬三会員 インターアクト委員会、お蔭様で順調です。バザー、ご協力感謝します。 

   §藤島 拓会員 南風インターアクト倶楽部の奉仕バザー(南高祭)出品にご協力よろしくお願い

致します!!(ベトナム支援金等) 

   §安齊誠一会員 先日の家族会、ご苦労様でした。足が 3日程痛かったです。 

   §塩田 潔会員 先週は、家族会、親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。今度の 30 日日曜日で、

私もついに大台(古希)になります。増々頑張ります。よろしくお願い致します。 

   §岩本一男会員 涼しくなりました。先週は家族会に欠席で申し訳ありませんでした。皆様、お

体に気を付けてロータリー頑張りましょう。 

   §酒澤伸二会員 先日の家族会では、楽しい時間を過ごせました。ご担当の皆様、ありがとうご

ざいます。また、子供達の面倒を見ていただき、ありがとうございます。 

   §仲田俊夫会員 なんとなくします。 

   §鈴木秀明会員 急に寒くなりました。 

   §小林 裕会員 寒い冬がすぐそこに･･･ 

   §小林 裕会員 「あつい」にスマイル。 

   §市原久典会員 先日の家族会、欠席しまして申し訳ありません。 

   §磯田 賢会員 会員の名札を失くしたと思い、追加発注をお願いしていましたが、本日、会社

の机の中から出て来ました。追加分は既に注文済みとの事でクラブに御迷惑を

お掛けしました。見つかった事への感謝も込めてお釣りが出るようにスマイル

します。 

 

    

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  19,000 円 
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    インターアクト委員会報告    山本敬三 委員長 

    

ベトナム支援金に向け「奉仕バザー・9/5」出品のお願い 

バザー実施のご案内 

9月 3日(木)13：00より宇都宮南高等学校へバザー品搬入 

9月 5日(土)10：00開店～14：00 

会員集合：10：00 

皆様のご参加とご協力をお願い致します。 

 

    会員増強拡大月間 卓話    笠原正人 会員組織委員会リーダー 

    

   発表者：喜内敏夫 会員増強委員長・小塚照夫 会員選考委員長・田島久夫 職業分類委員長 

       村上芳弘ロータリー情報副委員長 

 

会員増強委員長 喜内敏夫 

8 月は以前「会員増強・拡大月間」でしたが、今年度より名称変更があり、「会員増強・新クラブ結成

推進月間」になりました。 

クラブの発展には、会員の増強が欠かせません。新しい会員を迎え入れ、全会員が積極的に活動すれ

ば、クラブに活気と多様性があふれ、会員基盤がさらに広がります。 

会員増強委員会はクラブ会員の勧誘、退会防止、会員の教育について行動計画を立案し実施します。 

（１） クラブ会長方針に基づき、クラブ会員 5名の純増を目指す。 

（出来れば女性会員を含めクラブ会員 50名の大台への達成目標） 

（２） まずは元気なクラブづくりから、そして“いいクラブ”から一歩先へ。 

    以下①、②を実施してクラブの現状分析を行い、クラブの良い点や問題点を考える。 

① 「会員の多様性に関するチェックリスト」を利用して、多様な業種の会員が集まっているかを検

討する。 

② 「会員満足度アンケート」を利用して、入会したいと思うような魅力的クラブとなっているかを

検討する 

 

会員選考委員長 小塚照夫 

委員会のセクション本来の手順 

① 会員からの推選 ②委員会で検討 ③理事会提示 ④会員に公示 ⑤理事会での承認 

現在は省略され ①会員からの推選 ②理事会での承認 ③会員に公示 となっており、当 会員選考委

員会としては本来のロータリー精神を考慮して、本来の手順に戻す事を考えています。 

 

会員増強の広義の意味 

① 会員退会防止 

退会の理由 1.例会に魅力を感じない  

2.ロータリーのステータス(名誉)プライド(誇り)を感じない 

3.派閥ができる 

4.楽しく話す会員がいない 
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5.欠席が続き出席しずらい 

6.年会費の他寄付がかさむ 

② 新入会員の勧誘 

会員増強はなぜ必要か 1.クラブ存続 現状維持 増強しなければいづれは消滅 

           2.会員数が少なくなる 活気がなくなる 財政的に困る  

活動意欲の希薄 会員数減少に拍車がかかる 

量か質化の問題 

「一升の酒に達しないから増やせと言って水を増量した酒でよいのか」 

善良な成人の職業上良い評価を受けている者が集まり、自ら切磋琢磨しながら品位 品格を高め向上心の

ある者から集う団体が本来のロータリーであると考えます。 

 

職業分類委員長 田島久夫 

1.ロータリーとは、 

 ロータリーは、人道的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準を守ることを奨励し、か

つ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した。実業人および専門職業人が世界的に結

びあった団体である。“簡単にいえば、自分を磨き人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動など

を行う世界的な団体である。” 

2.職業分類制度 

 ロータリークラブの設立の発端となったのは、大都会における過酷な自由競争の中で、心に安らぎを

与える真の友情を得ることだった。 

従って、同業者がいるとお互いに利害関係が生じ、親睦が阻害されると考えて、（一業種一人による職

業分類制度）が採用され、更に、継続した友情を期待するための（定期的な例会出席）が欠かすこと

のできない必要条件であると考えられて来た。 

3.2001年規定審議会 

 ・会員の種類を正会員と名誉会員の 2種類とし、同一職業分類の正会員については、5名以内、会員数

が、51名以上のクラブでは、その 10％まで認める。 

 

4.職業分類表 

 ・2001年 7月 1日現在 

  正会員         42名    ※シニアアクチブ会員   通算 15年以上 

  シニアアクチブ会員   24名     60才以上で 10年以上、65才以上 5年以上 

  総数          66名     または、現・元 RI役員は、職業分類を保持しない。 

  職業分類 (充填  42 ・ 未充填 128) 

  大分類  34  細分類 170 

   ・2014年 7月 1日現在 （充填  34 ・ 未充填 50） 

   正会員   47名    職業分類 

   名誉会員  ( 1名）   細分類  84 

    総数    47名     大分類  26 

 

5.職業分類の方法 

 ロータリー・クラブの各正会員は、会員の事業、専門職務、または社会奉仕活動の種類に従って分類



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

される。職業分類はロータリアンの所属する商社、会社、団体の主要かつ一般世間がそのように認め

ている事業活動を示すものか、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専

門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものである。 

 ・職業分類の原則により、クラブは、所在する地域社会の職業をより  一層多様に代表することが

できる。 

クラブは、職業分類の慣行を慎重に検討し、現代の事業や専門職務、および社会奉仕活動の環境に

合わせるために必要であれば、職業分類に拡大解釈を適用すべきである。 

 ・引退した人の会員身分 

  引退した人がロータリークラブの正会員として入会する場合、職業分類として、以前の職業を使用

することになるが、これは、職業分類における会員の人数制限に対して数えられない。クラブの職

業分類の会員数には、引退したロータリアンを含めないものとする。 

※ 今年度職業分類委員会としては、上記の趣旨を踏まえながら、より柔軟な解釈で対応し、未充填の職

業分類の補填についても、積極的に協力して行きたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

      

 

月  日 時  間 内  容 

9 月  2 日(水) 12：30～13：00 
会員卓話：村上芳弘 会員 

園遊会と御料牧場について 

9 月  9 日(水) 12：30～13：00 
招待卓話：上野一典 様 

宇都宮文星女子高等学校 学校長 

9 月 16 日(水) 12：30～13：00 
第 2550地区 第 3グループ Bガバナー補佐訪問

2015-16年度 ガバナー補佐 内山浩志 様 

9 月 23 日(水) 法定休日 休 会 

9 月 30 日(水) 18：30～20：30 
夜間例会：ガバナー公式訪問 

第 2550地区 2015-16年度ガバナー 中谷研一 様 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  46 名  前々回 8 月 12 日 

出席数  27 名   特別休会 

欠席数  19 名     

出席率   72.97％  

次回例会 

 2015 年 

  9 月 2 日(水) 会員卓話 

村上芳弘会員 

         「園遊会と御料牧場」 


