
     

 

- 1 - 

第 3072 回例会                                                               

本日の行事予定 (2016 年 8 月 12 日) 

第 3072 回例会 

卓話担当：安江正博君 

講  師：津島市立図書館副館長 

        園田俊介氏 

演  題：「天王川公園の開設と挫折 

        ～激動の大正期津島町～」 

 
先回の記録 

第 3071 回 ’16 年 8 月 5 日（金）晴れ 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 相羽あつ子君 

講  師：地区会員増強委員会委員 

      松林信吾君（半田南ＲＣ） 

演  題：「会員増強とクラブの多様化、 

         会員維持力を高める」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 伊藤幸蔵君 
会 員 総 数  67名    7月 15日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員     8名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  98.48％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、服部貴君、伊藤幸蔵
君、三谷栄一君、滝川林一君、田中正明君、山本
達彦君（マライア帰国お見送り）、佐藤敬治君、
鈴木吉男君（地区内クラブ危機管理研修会） 

 
   会長挨拶 

浅井彦治会長 

8月は「会員増強・新ク

ラブ結成推進月間」です。

本日私がお願いしたいの

は我々の共通している価

値観「四つのテスト」の

精神です。その価値観を

分かち合える人を本会の

会員全員で探していただ

きご紹介いただいて、候補として検討させていた

だきたいということです。 

会員増強の「増」は会員の量を増やすことであ

り、増強の「強」は会員の質を高めることです。

会員の質を高めることなくして真の会員増強はあ

り得ません。入会後におけるロータリーの会員の

教育は非常に重要です。 

ロータリーを創立して１年半経過したときに、

ドナルド・カーターは「親睦と相互扶助だけ考え

て、世のため人のためを考えないクラブは、永続

性がない。そのようなエゴイズムのクラブには入

会しない」と言って入会を拒んだ話は有名です。 

会員減少の原因は何かと考えると、社会の不況

か？ アメリカでは好況であるにもかかわらず会

員減少が起きています。原因はロータリーの魅力

の欠如に他ならないという声が多く聞かれます。 

ロータリーの先輩は 100 年余りロータリーの魅力

とは、ロータリアン魂を浄化する心を磨くことを

心がけてきたのです。 

イギリスでは「ロータリーは、人間の魂の在り

方の問題である」と、心の開発を第一義にしてい

ます。 

何はともあれ、今後のロータリーの内なる心を

強化することが絶対必要だと言われています。 

キップリングという作家が動物の小説を書きま

した。「ジャングルの法則」という内容の一節に

「群れの力は狼である。狼の力は群れである」つ

まり一匹の力の強いことが群れを強くする。群れ

を構成する一匹一匹が強くなることが、全体の力

を強くするのであります。 

会員がロータリーブランド（親睦、高潔性、多

様性、リーダーシップ、奉仕）を身に着け成長す

ることは必要不可欠です。 

そんな見識の中、価値観を分かち合える人を見

つける努力は大変重要ですし、会員全員の役割だ

とも私は思っています。心あるご紹介やお奨めを

心からお待ちしております。少し生意気な言葉も

ありましたが、ロータリーの寛容の精神でご理解

賜りたいと思います。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 『ロータリーの友』8 月

号をお配りさせていた

だきました。 

 『ザ・ロータリアン』8

月号と『ガバナー月信』8 月号を回覧させて

いただいております。 

 本日 18：00より、稲沢の「味楽(みらく)」でニ

コボックス委員会が行われます。 

 8 月 8 日(月)に地区ロータリー財団セミナー

が名古屋東急ホテルにて開催されます。私が

出席いたします。 

 事務局のお盆休みは 13 日(土)～17 日(水)ま

でです。お間違えのなきようお願いいたしま

す。ちなみに 12日(金)は例会があります。 

 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催します。関係の方のご出席をお願いいた

します。 

 
ニコボックス報告 第 3071回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

松林信吾君（半田南ＲＣ） 本

日の卓話を担当させていただ

きます。よろしくお願いします。 

浅井彦治会長、加藤則之副委員

長、田中正明幹事 ①松林さん

をお迎えして。②後はおまかせ

します。 

相羽あつ子君、伊藤哲朗君、服部則仁君、山本達

彦君、吉田康裕君 地区会員増強委員の松林信吾

様をお迎えして。 

加藤則之君 ①明日藤浪中グランドで中央商店街

の「遊すずみフェスタ」を行います。皆様お誘い

合わせの上是非どうぞ！ ②彦ちゃん、お孫さん

おめでとう。 

相羽あつ子君 卓話を担当いたします。講師松林

さんをお迎えして。本日は遠いところありがとう

ございました。 

髙木輝和君 Ｓ.Ａ.Ａ.がお休みで前に座らせて

いただきます。 

浅井賢次君 4人目のひ孫が誕生しました。 

岡本康義君 毎度ご無沙汰です。 

矢田潔君 松崎先生にお世話になりました。 

松崎安孝君 海部歯科医師会の加藤会長にお世話

になりました。 

加藤隆朗君 松崎病院長様、昨日は歯科医師会と

の懇談会に御出席ありがとうございました。大変

盛り上がり感謝しています。 

中野義光君 空手が(2020 東京)オリンピックに

決定しました。これから、いそがしくなると思い

ます。 

猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、幅辰雄君、

山田章博君 オリンピック、がんばれ日本！ リ

オ五輪が現地時間 8月 6日～21日まで開催されま

す。開会式は日本時間明日6日の朝 8時からです。 

相羽あつ子君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥

文君、杦田勝彦君、寺島淳一君、長田一郎君、三

谷栄一君、矢田潔君、山田勝弘君、山本達彦君 浅

井彦治会長の孫娘、浅井賢次君のひ孫の誕生をお

祝いして。 

堀田力男君、高木輝和君、野々山勝也君、前田昭

生君 ウィークリーに写真が載りました。 

中村陽介君、生田達一君、山田公男君 その他。 

 
 

卓 話 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 相羽あつ子君 

講  師：地区会員増強委員会委員 

      松林信吾君（半田南ＲＣ） 

演  題：「会員増強とクラブの多様化、 

会員維持力を高める」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松林信吾君プロフィール】 

1963（昭和 38）年 8月 31日生 

松林工業㈱代表取締役 

2014（平成 26）年 1月、半田南ＲＣ入会 

2015（平成 27）年 7月、クラブ会員増強委員長 

2016（平成 28）年 1月、地区会員増強委員会委員 

 

【現状】 

 2760 地区の 2016 年 6 月末の会員数は 4,744 人

で全盛期の 6,000人より 20％ぐらい減少していま

す。同じく日本は 89,426 人(全盛期 12 万人)、世

界では 1,235,100人(2016年 3月末)となっていま

す。海外では新興国は増加、先進国は減少してお

り、ＲＩ(国際ロータリー)では 2017年 6月末まで

に 130万人を目指し、日本は 10万人を目指すとい

う方向です。 

 2760 地区では特に女性会員を増やそうという

ことで、前年度の会員数は 10 人減っていますが、

女性は 5 人増えて 211 人、4.45％です。日本全体

でだいたい 6％が女性会員です。 

【減少理由】 

 会員数の減少の理由に、景気の低迷、会社数の

減少、企業の経費削減、支店の統廃合、会員の高

齢化(健康面の理由)が考えられます。 

 また 3 年以内の退会理由は、友人ができない、

こんなはずじゃなかった、転勤、ロータリーブラ

ンドの認識不足が挙げられ、3～10 年での退会理
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由は、会社の運営上、定年、会員同士のトラブル、

10年以上での退会は病気、会社の運営上、死亡で

す。ロータリーのブランドが地域の人々に伝わら

ず、入会希望者が増えない結果減少につながると

いうこともあります。 

【課題】 

 会員増強の目標設定、単年度ではなく将来どん

なクラブを目指すか共通認識をもつことが必要で

す。退会防止、会員維持。特に 3 年未満の方の退

会防止、女性や若者の入会、年会費、例会会場、

運営費といった課題が挙げられます。 

【ロータリーの使命】 

 ロータリーの使命（Mission）は、職業人と地

域社会のリーダーのネットワークを通じて、倫理

観と高潔さ（Ethics and Integrity）を失わず、人々

に奉仕（Service）し、世界理解、親善、平和を推

進することです。ロータリーには、5 つの中核的

価値、強味があり、それがロータリーのブランド

です。 

【ロータリーのブランド】 

★Followship （親善） 

★Integrity （高潔性） 

★Diversity （多様性） 

★Leadership （リーダーシップ） 

★Service （奉仕） 

【ロータリーの魅力】 

１、素晴らしい出会い 

２、素晴らしい行動規範 

３、素晴らしい人道的奉仕 

【会員増強の効果】 

１、一人の入会者は 100人の入会予備軍 

２、ロータリーの勉強ができる 

３、楽しいクラブ創り 

４、予算作成の自由度が広がる 

【地区方針】 

“Be The Rotarian, Find A Rotarian” 

～真のロータリアンになろう、 

ロータリアンを見つけよう～ 

【クラブの多様化】 

１、入会金、年会費 

２．例会の出席回数、開催時間 

３、職業分類を削除 

【地区の重点課題】 

地区のビジョンは「10 年後 20 年後も地区の輝

きが持続可能であること」。2760 地区は日本のど

の地区と比べても最も活性化し、輝いている地区

の一つ。しかし、地区内での奉仕活動内容に関す

る認知度は低く、地域の人々もその奉仕活動を知

らない。またロータリーの奉仕プロジェクトに参

加していないロータリアンが多数いることが、退

会者の増加につながっているように思われる。 

【重点課題への取組み】 

会員自身のロータリーへの理解度を高めること。

公共イメージと認知度の向上。 

１、My Rotary へ登録とその活用 

２、Club Central へ情報を入力して、ロータリ

アンでシェアすること 

３、ソーシャルメディア（Facebook、Twitter

等）でロータリーのブランドと奉仕活動の

成果をオープンにし、共有し広報につなげ

ること 

【地区増強方針】 

１、各クラブで長期目標を作成 

２、女性会員、若手会員の増強 

３、会員維持、退会防止 

地区も昨年度から改革に着手し、マンネリ化を

防止。無理な会員増強は続かない。 

【各クラブの取組み】 

日本の 95％のクラブが昼の例会、海外では昼の

例会は 50％で夜間や朝、職場例会がある。半田南

ＲＣは「ゴンちゃんの会」を開催して勉強と親睦

をはかったり、大府ＲＣでは月 1 回夜間ゆったり

例会等に取り組んでいる。 

【結論】 

会員増強に特効薬はなく、日頃の地道な活動が

大切で、共に学び、共に遊び、共に汗をかく。会

員全員で増強する。親睦をはかる。クラブを活性

化させる。役につける。ロータリーについて学ぶ。

いつもロータリーバッジをつける。 

【私が思う会員増強】 

 ロータリアンとして、①ロータリーの魅力を理

解すること、②積極的に活動に参加すること、③

会員同士で親睦を深めること。候補者となる人に

自信をもってロータリーを紹介できる自分になれ

ば会員増強につながる。 

 
誕生日祝福(8月) 

野々山勝也親睦活動副委員長 

伊藤 誠君（ 1日） 

加藤隆朗君（21日） 

浅井彦治君（31日） 

 

夫  人 

加藤 則之夫人 ( 6日） 

住田 正幸夫人（14日） 

伊藤 彰浩夫人（14日） 

稲垣 宏高夫人（18日） 

坂井  裕夫人 (24日) 野々山勝也夫人（24日） 

大河内勝彦夫人(28日） 
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次回例会 

 第 3073 回 ’16 年 8 月 19 日（金） 

卓話担当：青少年奉仕委員長 伊藤基君 

講  師：2015-16年度青少年交換派遣生 

     中西里緒さん 

演  題：「帰国報告」 

お知らせ 

■第 18回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：8月 26日(金)16：00 

 ところ：津島東高校（北館 2中教室） 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（6月 23日） 

 

 

 

 

社会と女性のためのライフスタイルブランド 

今日のファッション業界では、社会的意識の高い

若い女性が活躍できる場が少ないと、元ロータリ

ー奨学生のシンシア・サリムさん（29）は感じて

います。シンシアさんは、製造過程における倫理

も重視していますが、自分の期待に応える服がな

かなか見つからず、失望感を募らせていました。 

彼女は、社会的責任を意識した素材を使用し、労

働者への公正な報酬を支払い、環境にやさしい製

造方法を取り入れた女性服ブランドを立ち上げる

ことを決意しました。適切なサプライヤーと高い

基準を満たす提携業者を探すだけでも 2 年を要し

ましたが、晴れて 2015年 4月、オンラインで販売

する Citizen's Mark社を設立しました。 

ロータリーの奨学金で広がった可能性 

彼女の関心が人生の目標となったのは、ロータリ

ーから奨学金を受け、人間的価値と現代社会の倫

理を学ぶためにキングスカレッジ大学院（英国ロ

ンドン）に留学したときだそうです。 

シンシアさんは話します。「ロータリーの方々か

らの信頼を受けて留学できたことは本当に光栄な

ことでした。私は、変化をもたらす多くの方法が

あり、政策、アドボカシー、またはビジネスの分

野など、誰にでもできることがあると学びました」 

留学を機にシンシアさんは、社会起業学の元講師

でロータリー会員歴 52年というフレッド・カイズ

ナーさんと出会いました。フレッドさんは、「多

くの奨学生は学習や海外生活を楽しむ目的で留学

しますが、彼女は社会に貢献するための土台を築

き、そのための知識を得るために留学したのです」 

シンシアさんは、生活のあらゆる面で社会への影

響を考え、熱意ある多くの優秀な女性との出会い

を通じて、高い倫理を意識する高級ビジネスウェ

アの市場が可能であると実感しました。 

2013年、バングラデシュで縫製工場が入った欠陥

商業ビルが倒壊し、1,137 人の命が犠牲となった

事故は、ファッション業界の知られざる醜態を明

るみにさらしました。その縫製工場の労働者は、

時給 12セント（13円）という低賃金で週 90～100

時間働き、休むのは月に 2 日のみという劣悪な労

働環境を強いられていました。 

社会的意識の高い、働く女性が必要とするものを 

Citizen's Mark社では、いずれは女性服一式を生

産することを視野に入れていますが、現在は、シ

ンシアさん自身がデザインした 3 色 4 タイプのブ

レザーのみを生産しています。シンシアさんは、

質の高い生地を求めて毛織物産業で有名なイタリ

ア・ビエラを訪れ、多くの工場経営者と会いまし

た。ある工場で社会的責任と環境への取り組みに

ついて尋ねると染料を含む工場排水を浄化してか

ら川に流していることを知り、契約を結びました。

また、世界屈指の型の製作メーカーとスーツ製造

者を探すためにポルトガルを訪れ、電力の 30％を

太陽光発電で補い、従業員への完全な医療保障を

行っている会社を見つけました。 

商品の値段はいずれも 425～475ドルに留まり、類

似ブランドと比べると信じられないほどの価格で、

「社会的責任をもって優良な製品を作るからとい

って、必ずしも高額となるわけではない」とシン

シアさん。「実際、ライバル社と比べて安価です。

他社では、当社と同レベルの素材と製造過程を経

ていても、高級な立地に店を構えるからコストが

8～12倍になることもあるんです」 

売り上げは順調で、顧客からの反応も良く設立か

ら数カ月を経た頃、ある業界関係者から「クリア

でシャープ、力強くて時代にあったメッセージが

込められている」と評価されたこともありました。 

もちろん追い風ばかりではなく、プレッシャーを

受けたとき、「自分は新しいタイプの顧客、つま

り、仕事に誇りをもち、成功しており、クールで

粋なファッションを好む社会的意識の高い働く女

性のための服を作っているのだ」と答えます。 

フレッドさんは、「シンシアにとって会社は、彼

女の価値観、倫理観、そして社会的責任感の延長

にあるんです。私は 45年間、起業精神について教

鞭を執り、起業の社会的責任、世界のためになる

ビジネスの創出について教えてきましたが、身を

もって示しているのがシンシアなんです」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

加藤則之副会長 鈴木吉男国際奉仕

副委員長 

 地区国際

奉仕委員

長会議に

代理出席

しました 

社会的責任をもって 

ファッション業界に挑む 

 


