
 
 
 
 
 

 
ロータリー特別月間   今月：会員増強・新クラブ結成   来月：基本的教育と識字率向上 

 
８月３日例会（ハイブリット開催） 

『 会員維持・向上出前卓話 』鈴木茂美様   
 

「元気なクラブづくりのお手伝い」 

 国際ロータリー第 2820 地区 クラブ奉仕

委員会委員 鈴木茂美様（日立ＲＣ） 

  
 

言うまでもなくロータリーの一番大切な財産は

会員の皆さんです。堅固な会員基盤があれば、クラ

ブに活気がもたらされ、クラブの存在感が高まり、

地域社会でのロータリーの奉仕力がさらに高まり

ます。その為に現状を把握し、問題解決の糸口を話

してまいります。 
現在、当地区には５５(茨城Ｅクラブ含む)クラブ

があります。会員数は２０２２年６月 1 ０日現在で

は１８５８人と、この２０年間で７００名を超える

減少という危機的な状況に陥っています。 
 会員の傾向として、７０歳以上の会員が多く、 
３０代、４０代の会員が少ないのが現状です。その

ような中で、ＪＣ活動が終了した後、先輩に誘われ

て入会してくださったＪＣＯＢの方々は貴重な存

在です。 

また、女性会員については、昨年 2月現在、地区で

は 8.2％となっていて、これは、茨城県内の女性経営

者の割合とほぼ同率です。女性は純粋に奉仕活動がし

たいとの思いから入会するのではないでしょうか。地

区のボランティアやＰＴＡ活動では成しえない国際

的な奉仕活動がしたい等々の理由からです。頑張って

仲間を増やしましょう。 

今年度、大野ガバナーは会員数 2,000 名への回復

(純増 2 名以上)、女性会員比率 10%以上(2023-2024

年度達成目標は 15%)を掲げています。この目標を達

成するためには、各クラブが直面している課題を克服

しなければなりません。 

現在当地区が直面している課題の第１位は会員の

高齢化です。まだリモート例会に不慣れな会員が少な

くありません。第 2位は会員の減少です。コロナ禍の

影響は無視できません。第 3位は会員候補者の不在で

す。地域の魅力ある企業の減少も無縁ではありませ

ん。第 4位は例会出席率の低下です。一度疎遠になっ

てしまうとなかなか出席しにくいものです。ぜひ会員

に声をかけ、気にかけていることを知らせて下さい。 

次にクラブ運営面についての課題ですが、第 1位は

例会のマンネリ化、第 2位はネット対応不十分、第 3

位は会員に対するする研修不足、第 4位は公共イメー

ジ・認知度の低さです。 

昨年度、新井ガバナーを中心に世界中で実施された

「ロータリー地球環境保全プロジェクト」による海岸

の一斉清掃事業が、当地区では今年も 9月 18日に県

内で一斉に実施される予定です。皆さんの行動が素晴

らしい公共イメージアップにつながるものと信じて

疑いません。 
 

   

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ６ 月 ２９ 日 出席報告 

８月１０日 会員増強フォーラム 朝の例会 会長増強・維持委員会 会員数 出席者 欠席者 

８月１７日 納涼例会    オンライン例会 親睦活動・家族委員会 ２５ １５ １０ 

８月２４日 社会奉仕フォーラム 社会奉仕委員会 出 席 率 ： 100.00％ 

８月３１日 青少年奉仕フォーラム 青少年奉仕委員会 前々週訂正 ： 100.00％  
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

                      常陽銀行高萩支店内 

会    長 ： 大河原 浩 

幹    事 ： 菱川 健司 

TEL/FAX ： 0293-24-0505 例    会 ： 水曜日 12 :30～ 13 :30： 第 ２水曜 7 :30～  

■URL   ： https://www.takahagirc.jp 

■E-Mail  ： takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  

公共イメージ向上委員会： 石平光、 小森勇一、大髙司郎 

石君平、田所和雄、今川隆、平野浩司、滝徳宗 
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最後になりましたが昨年度会委員増強に顕著な成

果を挙げられたクラブを紹介いたします。水戸さく

らＲＣでは期首会員２２名から３４名、純増１２名、

しもだて紫水ＲＣでは期首会員４３名から５１名、

純増８名、いずれも「クラブチャレンジ宣言」がキ

ーワードです。 

ロータリーの一番大切な財産は会員の皆さんです。

会員増強は理論ではなく実践です。 

全会員が自分にできることから始める必要があり

ます。地区の数値目標は２０００名、各クラブの数

値目標は純増 2名です。共に頑張りましょう。ご清

聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大河原 浩会長挨拶＞ 

  

皆様こんにちは。8月1回目の例会となります。 
猛暑日が続いておりますが、皆様いかがお過ごし 
でしょうか？ 

コロナウイルス対策にも注意する必要があり、 
なかなか通常の生活とはいきませんが、暑さ対策、

体調管理、健康管理に気をつけて下さい。 
さて、8 月は「会員増強・拡大月間」です。 

ロータリーの活動をもっと多くの人に知ってもら 
うとともに、会員やクラブの重要性を考える機会 
となります。今年度の、ジェニファー・ジョーン 
ズ会長は、四つの会長イニシアチブの一つとして、 
会員にとっての心地よさと会員への配慮を強調し 
ています。 



地区やクラブがどのように多様性、公平さ、イ 
ンクルージョンを取り入れ、温かい雰囲気のある 
文化を作っていけるかが重要とのことです。 
この 8 月を期に、高萩ロータリークラブとして、 

会員増強の話題を真剣に検討する期間としたい 
と思っております。 

 
その上で、本年度は、会員純増 4 名を目標とし 

ています。会員増強は、クラブの原動力をつける 
ために最も重要な課題ですが、ここ数年はコロナ 
過の影響もあり会員数は減少しており、目標が達 
成できずにいるのが現状です。 

 
そこで、本日は第 2820 地区クラブ奉仕委員会 

から、鈴木茂美様（日立ＲＣ）に、出前卓話を 
お願いいたしました。鈴木様、本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

本日の卓話を通して、会員増強の本質を学び、 
考え、より成長できるクラブとしていきたいと考 
えています。会員の皆様とご一緒に学ぶ機会にし 
ていきたいと考えていますので、どうぞご協力を 
お願いいたします。 
 
会長からのお知らせと、第 2 回理事会の概要につ 
いて 
1 第１回 地区職業奉仕セミナー 

8 月 6 日（土）開催  
「ZOOM を使ったハイブリッド形式」に変更 
 
2 現況報告書のデータ提出期限  

8 月 10 日（水）  印刷所と打ち合わせ 
8 月 17 日（水）  原稿入稿 〆切 
8 月 22 日     最終校正開始 
8 月 29 日     校正完了 
9 月 5 日   製本完成 ガバナー事務所郵送 

 
3 高萩 RC における、コロナ感染拡大についての 
対応 
現在、茨城版コロナ Next の対策 Stage は、2022 

年 7 月 22 日（金曜日）から『Stage3』となって 
います。8 月 1 日現在も変わっておりません。 
当クラブのコロナ感染拡大時における対応は、 
茨城版コロナ Next において stage3 以下において 
例会開催することを条件としております。 

今後、茨城県の新型コロナウイルス感染状況 
に注視し、迅速に対応することとしますが、stage 
が進んだ場合は、例会はオンラインのみの開催と 
なりますので、ご承知ください。 
 
【委員会報告】 
＜大平敏明 米山奨学会委員長＞ 

   
 ８月２日、準世話クラブの北茨城ＲＣへ、本年 
度の奨学生エンジリスタさんを連れて訪問し、奨 
学金を受け取ってきました。 
 早めに会場についたので、順次出席してくる会 
員さんと名刺交換して、本人も流暢な日本語で自 
己紹介をし、温かく迎え入れていただきました。 
【委員会新年度方針】 
＜鈴木啓志 会員増強・維持委員長＞ 

   
活動方針：①クラブの活性化と財政基盤の安定の 
ために、全会員で会員増強・会員の退会防止に努 
力する。②会員の満足度を高めるために、新会員・ 
現会員ともに楽しめる例会、日頃の相互理解に配 
慮する。 
事業計画：①会員紹介純増４名と女性会員を増や 
す。②地区の会員増強セミナーで学んだことをも 
とに、高萩ＲＣ独自の入会パンフレットを作成し、 
クラブの活動や魅力を伝えられるよう努める。 
③会員増強フォーラムを開催し、職業分類や片思 
いリストの見直しを行い、アタックリストを再作 
成する。④退会防止のために長期欠席会員とのコ 
ミュニケーションを図り、会員維持に努める。声 
かけやクラブ・例会の情報を伝える。➄入会３年 
以内の会員の出席率をチェックして、連絡を取り 
フォローする。⑥会員がクラブとどの様に関わり 
たいのかを見極め、会員の居心地の良い場所をつ 
くる 



 
【お客様】 
第 2820 地区公共イメージ委員 
鈴木 茂美様 (日立 RC) 
【メークアップ】 
８／２ 北茨城 RC 例会 大平敏明 
      
【幹事報告】 
1． 8 月のレート 133 円 
2. 地区補助金振込通知書 
3. ロータリー財団出前卓話派遣依頼書 
4. ガバナー公式訪問感染リスク管理フロー 
5. ライオンズクラブチャリティーゴルフ 
6. ロータリーの友手引書 
7. 盲導犬クラブ会報 
8. 月信 8 月号 
9. RAC 例会案内 
10. My Rotary 勉強会 
 
【ニコニコ BOX】 
鈴木茂美様：昨年お伺いしたのが、昨日の様に思 
われます。本日はよろしくお願いいたします。 
大髙司郎さん：鈴木茂美様、本日はよろしくお願 
い致します。8 月は誕生月です。 
田所和雄さん：鈴木茂美様、ようこそおいで下さ 
いました。本日はよろしくお願いいたします。 
大平敏明さん：昨年に引き続き鈴木様本日はあり 
がとうございます。3 年ぶりの高萩まつり大盛況 
でした。With コロナで行くとの大部市長のあいさ 
つがありましたが、その後の感染数を検証しなが 
ら無意味な自粛は少なくすることが良いのでは。 
石平光さん：日立 RC 鈴木様本日の卓話お世話に 
なります。連日の暑さで熱中症が危惧される中、 
皆様ご自愛下さい。 
石君平さん：鈴木茂美様、卓話よろしくお願いし 
ます。 
鈴木直登さん：鈴木茂美様本日はありがとうござ 
います。対コロナ上手に付き合って行きましょう 
菱川健司さん：鈴木茂美様、本日はよろしくお 
願いします。 
鈴木啓志さん：鈴木茂美様、本日の卓話よろしく 
お願いします。 
小森勇一さん：鈴木茂美様、本日はよろしくお願 
いいたします。今朝は、82 歳女性政治家ペロシ 
さんの若さと強さに感心、あやかりたいものです 

 
大河原浩さん：鈴木茂美様、本日は暑い中ようこ 
そ高萩へ。どうぞよろしくお願いします。 
江尻寛さん、今川隆さん、平野浩司さん、滝徳宗 
さん 
 
本日計  ３４，０００円 
 累計 １２４，０００円 
【ロータリー財団】 
本日計  ９４，３５０円 
累計  ３１４，８２０円 
【ポリオプラス】 
本日計   １９，０８０円 
累計    ４１，６２０円 
【米山記念奨学会】 
本日計  ５３，０００円   
累計  １５７，０００円 
 
【結婚月の方】 ✿Congratulation✿ 
８/ ６ 横倉稔明さん・眞知子さん 
  
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 
８/２０ 大髙洋司さん 
 /３１ 大髙司郎さん 
 
＊石 君平ＳＡＡより 
 本日、前年度の預り金が返金されましたが、な 
るべくロータリー財団と米山奨学会の寄付に回す 
ようお願いします。 
＊鈴木直登直前会長より 
 ボーイスカウト日本連盟創立１００周年の記念 
切手が発行されたので紹介します。 

 
 ７月２７日の第２回定例理事会で、ボーイスカ 
ウト高萩団の復活を目指した、発起人会の立ち上 
げについての議案が承認されています。 


