
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 林孝二郎 SAA 
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2019年 11月 6日(水) 

ホームページ http://ki-east-rotary.ala9.jp 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   加 藤 智 生 
幹  事   藤 永 範 行 
編  集   堀 内 正 人 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  マ－ク・ダニエル・マロ－ニ－ 
地区ガバナ－ 諸 岡 靖 彦 
ガバナ－補佐 小 川 義 則 
 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆国歌斉唱「君が代」 
Ｒソング「奉仕の理想」 

◆出席     会員 46名 
  出席 25名・欠席 21名 
◆出席率    58.13 % 

◆前々回出席率 79.06 %  修正後出席率 83.72% 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・大澤藤満 
内田 重・鈴木秀幸・石渡雄悟・大里光夫 
叶川博章・栗坂禎一・倉島和広・近藤直弘 
鶴岡大治・豊田文智・根本光宏・藤野宏冶 
宮寺順子・吉田和義 

日本百名城 備中松山城 【岡山県高梁市】 

《今年度のトップ写真は日本百名城を掲載いたします。撮影者：栗坂禎一会員》 

◆メ－クアップ【敬称略】 
  
・10/31 木更津 RC  

   金見和子 宮寺順子 大岩もえ 
  
・10/2 定例理事会  
          加藤智生 松岡邦佳 藤永範行 

 林孝二郎 渡邉元貴 塚本秀夫 
 
◆結婚祝   11/1  石田 亨 
        11/3 堀内正人 
 
  おめでとうございます！ 
 
  
    



◆誕生祝【敬称略】   
11/2塚本秀夫 11/2堀内正人  

 
 
 

 
■ゲストのご紹介       加藤智生会長 
◇ 市原 RC              万崎 英正 様 
◇ 劉   偉  君 

  
■米山奨学金授与       加藤智生会長 

 
 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 
「実るほど頭を垂れる
稲穂かな」 昔のことわ
ざです。 
若い緑色の稲はまっす
ぐに天に向かってすく
すくと成長し、やがて実
を付ける稲穂に成長し
ます。更に稲穂の中の実
（お米）が成長してくる
と、そのしっかりとした
実の重みで自然と稲穂

の部分が垂れ下がり美しい黄金色になっていき
ます。 
この状態を人間に例えると、若い頃はまっすぐに
上だけを向いて立派に成長し、色々な荒波や苦労
を乗り越え、立派な人格を形成した人物は、偉く
なればなるほど、頭の低い謙虚な姿勢になってい
くという意味として表現するそうです。 
見た目や肩書きは立派だが、中身が伴っていない
人は実の詰まった稲穂のように頭を垂れること
ができず虚勢を張って威張るだけであり、人格者
とは沢山の実を持つことによって自然と頭を垂
れることができるようになるのです。 
 
 

■幹事報告             藤永範行幹事 
 
1.幹事報告 
1) 本日例会終了後、第５回
定例理事会を開催いたしま
す。 
2) 今月はロ－タリ－財団月
間となっております。毎年の
年次寄付のお願いを送付い
たしますので、宜しくお願い
いたします。 なお、11月

のロ－タリ－レ－トは 108円となっておりま
すのでご寄付下さる方は 11 月 20日までにお
願いいたします。また、米山奨学会へのご寄
付も 11月 20日にて締め切らせていただきま
す。事務局での纏め作業等がありますので、
何卒ご協力のほどお願い致します。 

3) 次週 11 月 13日(水)の例会は、太田山公園で
の「桜植樹」移動例会となっております。時間
も通常の時間ですのでお間違えなきようお願
いします。 

4) 今年度の会員名簿(手帳)が完成いたしまし
たので、事務局受付にて配布しております。 

5) ガバナ－事務所より「台風の被災地支援につ
いて」が届いておりますので回覧いたします。 

6) 坂出東 RCより「第 19号 21 号台風被害の御
見舞状」が届いておりますので回覧いたします。
又「会員名簿」が届いておりますので事務局受
付にて配布いたします。 

2.他クラブからのお知らせ 
1）特になし 
3.その他のお知らせ 
1) 特になし 
4.回覧 
・ガバナ－事務所より「台風の被災地支援につい
て」 

・坂出東 RC より「第 19号 21 号台風被害の御見
舞状」 
                      

■委員会報告 
◇Rの友 11月号紹介     倉島和広会員 
≪本日は倉島雑誌担当副委員長が欠席の為 

プリントのみの配布となりました。≫ 
 
１、 縦組み 4 ページ～ 「基調講演要旨」ポリオ

根絶に向けてより 
  私も詳しくは知らなかったポリオは 1915 年
に NY で大流行し 7000 人の子供が亡くなった「急
性灰

かい

白
はく

髄炎
ずいえん

」という感染症で、脊髄に炎症が起こ
り 1000 人に一人が麻痺が出る病気であり、治療
法がなく唯一の対処法は「予防」だそうです。 
 
２、 横組み 3 ページ「RI会長メッセージ」から 

毎年 11 月に国連で開催されるロータリーデ
ーは、国連とロータリーの歴史的な関係を思
い出させてくれる大切な記念日で、来年 6月
に国連憲章調印から７５周年を迎える今年
のロータリーデーは例年以上に重みがある。 
 

３、 横組み 16 ページ「米山梅吉記念館、創立 50
周年記念式典開催」より 
9 月 14 日に創立 50 周年記念式典があり、当
日は全国から 170の RC、ロータリアンや米山
奨学生など約 750人が出席し盛大に執り行わ
れたそうです。 

 

お誕生日 
おめでとう！ 



◇R財団委員会 担当副委員長 有島敏夫会員 
 
先日、９２歳で逝去された
緒方貞子さんは、約 70 年
前ロータリ－財団の国際
親善奨学生として、アメリ
カの大学に留学しました。
このチャンスがなかった
ら、国際理解研究の道へ進
むことはなかったと緒方
さんは言っています。米国
の留学で国際平和活動に

目覚めて、国連に入りました。国連では世界各地
の紛争地帯の悲惨な状況を見て、努めて現地に入
り状況を確認しつつ、人道主義を実践して紛争解
決に大きな努力を払いました。難民高等弁務官と
しての素晴らしい活動は国連内部のみならず、世
界中に知れわたり大きな尊敬と称賛をうけまし
た。ＴＶや新聞報道で緒方さんの活動を見て、
我々日本人としても、こういう緒方さんを心から
讃えて、誇らしく思っていました。逝去された緒
方さんを惜しむ声は世界中の心ある人から今で
も途絶えません。緒方さんの活動の基盤になった
のがロ－タリ－財団の奨学生としての米国留学
であったこと。そして緒方さんの資質と能力あっ
てのことですが、ロ－タリ－の世界の平和への実
践例として、是非皆さんに知って頂きたいと思い
ます。皆さんの善意の寄付が生きた、緒方さんの
例を紹介して今月の財団月間寄付をよろしくご
理解の上、ご協力を切にお願いいたします。 
 

◇社会奉仕委員会 委員長 塚本秀夫会員 

 青少年奉仕委員会 委員長 石田 亨会員 

 
次週 11月 13日(水)桜の植樹例会のご案内と説明

がありました。 

 
◇ニコニコボックス 
  クラブ管理運営委員会     
田口理紗会員 

 
・万崎英正 様 
本日は自分のクラブを欠席
しておじゃまいたしました。
私の話が木更津東 RCさんの
会員増強につながれば幸い
です。会員増加願っています。 
 

・石田 亨 会員 
結婚祝いの花束ありがとうございました。おか
げさまで奥さんも機嫌が良く、夕食のおかずが
増えました。 

 
・堀内正人 会員 
 結婚記念日祝い、誕生日祝いありがとうござい
ました。 

・塚本秀夫 会員 
 お祝いありがとうございます。52才となりまし
た。娘が大学受験で家族は大変なのですが、誕
生カ－ドを娘からもらいうれしくなりました。 

 
■例会アワ－    
進行 会員増強研修委員会 

金見和子 会員 
 
本日は、優秀な会員増強のエ
キスパ－トで、幾度も表彰さ
れている、市原 RC 万崎様に
卓話を頂きます。今後の当ク
ラブ会員増強の参考になれ
ばと思います。 
 

「会員増強について」 
市原 RC  万崎英正 様 

 
こんにちは 市原 RC の万崎と申します。  
本日は木更津東 RC さんの例会にお招き頂きあ
りがとうございます。 ロータリー歴は今年度で 
12 年です。私が 3 年前に会員増強の委員長をし
ていた時 の話を是非聞きたいと会員増強委員会
副委員長の金見からご要請がございましたので、
本日当クラブガバナー公式訪問ですがこちらに
お邪魔している次第です。私の経験話が木更津東 
RC クラブさんの会員増強のヒントになれば幸で
す。市原 RC の会員数に変化が起きたのは要因が
ありました。 3 年前に RI の例会回数の定款が
緩くなり月 2 回以上となったことで早速クラブ
の 細則を会員みんなと協議して（アンケート調
査）したり、月 2 回の利点と欠点を例会 で議論
したりして、結構年配ロータリアンから反発もあ
ったのですが・・・！ 最終的に理事会で決定さ
れ 3 年前から月 2 回が実施されました。 その
時の会長が私でした。そして翌年から会員増強委
員長に命じられ 2 年間会員増強 委員長を務め
ました。まず委員会で手がけた事は 
 1. 新入会員候補者のリスト作成・職業分類表で

候補者を徹底的に洗い出しました。思いがけ
ない友人や仕事仲間が発掘される時があり
ました。 

 2. 会員にどういう方法でお願いしていこう
か？ 
・各委員会に出向きお願いと候補者リストを

もらってきました。 
・もらったリストを表にして連絡先：職業：
紹介者を記して、担当者を決め担当者は紹
介者と打ち合わせして出向き、入会しそう
かまだ先かを見極わめて委員会に報告し、
次の手を考えた。 



 3. 例会場を会員増強の雰囲気を常に作ってい
た。 

  ・例会場を会員増強の雰囲気を常に漂わせて
いました。 

  ・啓蒙掲示板を作成し例会の時は常に会員の
目にとまる所に掲示していました。 

  ・例会の委員会報告には毎回ひつこい程委員
会メンバーが交代でお願いしていました。 

  ・名指しで、「誰々さん 、誰かを紹介してく
ださい」とお願いしました。 

 4. 特に狙いを定めてのが JC・OB.OG メンバー
でした。 

  ・ターゲットは 40 台～50 台。彼らは常に地
域に貢献するボランテイア精神を持て活動
してきたので、同じ職業組合・商工会会員
よりも早く説得ができます 

 5. RC の事を認知していましたか? 
  ・RC と LC の違いが分からないとか、何して

る団体ですかと・・・！そんな事はどうで
もいい。入ってからわかるくらいの説明で
良いと思う。 

 《失敗例》 
    会員増強の委員長を面倒見の良い先輩に

お願いしました。当然私も委 員会には毎
回出席していました。いろんな関係から 8 
名が揃いました。入会前ゴ ルフコンペを
やろうという事で紹介者を交えて総勢 20 
名程度で楽しいゴルフコン ペを開催いた
しました。 もちろんその後の親睦会もお
酒も入り和気あいあいの雰 囲気で終わり
ました。これは殆どが OK ！だろうと 後
日入会所を持って伺うと何 と全員からも
う少し時間を下さいと・・・・！ 断られ
ってしまいました。この失 敗原因はその
場で入会書にサインをもらえば良かった
のに後日に改めたことが失敗 の原因でし
た。 

 《女性会員の場合》 
  女性は女性会員から声をかけてもらい食事

に誘いました。 事前に彼女の好きな料理
とお酒をリサーチしておき、委員会メンバ
ーと和気あいあいと 世間話 9 RC の話 
1 の割合で話をしワインをグイグイいか
せて、その場でサインで OK ！ という事
もありました。 

 《グズグズ煮え切らない奴の成功例》 
  彼は JC の後輩で何年も前から声をかけ

られていたのですが、ぐずぐず煮え切らな 
い奴でやれ仕事が忙しいだの、月 4 回で
昼間は無理だとか言い訳をしながら入会
を ぐずっていました。ある夜、委員会中
にこいつを何とかしようということにな
り 彼の呑み友達で後輩のメンバーから電
話をいれました。「こんばんは 今夜暇で
すか 呑みに来ない」と誘いました。呑み
会なので「いいよ！」という返事で 30 分
後 彼はやってきました。 襖を開けた瞬
間「あれ！これ何の呑み会ですか？」 「こ
れは君を入会せるためにわざわざ集まっ
た会員増強サイン会だよ！」と彼をご馳走 
してそのままサイン会。そして翌日印鑑を
もらいに行き入会書の完成という成功例
です。 

 《先輩をうまく使う方法》  
 今までの勧誘で共通のネックは何か！ 当

然新入会員ですので 40 台～50 台がター
ゲットになってくると思います。 仕事も 

バリバリの現役ですから、少しの時間も惜し
いのが現実です。 今までの経験で常にネッ
クになっていたのが月 4 回の例会回数でし
た。  入りたいんだけど  4 回の出席は
ね・・・！ 4 回出席しなければならないと
いう 事が入会を妨げる原因の多くでした。
「来れる時でいいんだよ！」といっても そ
こが断るのに都合の良い口実になってしま
うのです。「今年から月 2 回になったからど
う！」と勧誘に行くと」、今度は仕事が忙し
く なってしまいなどと次の断る口実を見つ
け出します。 こんな時はこの先輩に言われ 
たら断れないなという人を探す事ですんな
り入会にこぎ着けることがありました。 

【入会後に大切な事】 
新入会員の教育と研修です。ロータリアンとして
の教育や心構えやをしっかり教えていかなけれ
ばなりません。 私が委員長をしていた時の新入
会員は何となく責任感を感じます。ですので今は 
会員研修委員会で新入会員の研修係りを務めて
いますと言ってもうちにはロータリー を知り尽
くした方が大勢いらっしゃるのでその方々と一
緒に勉強しています。 新入会員オリエンテーシ
ョンも 2 回受けて卒業になります。 少しずつで
すがロータリアンらしくなってきました。 是非
新入会員が入った時はしっかりとした教育と研
修の場を設けて あげてください。 そろそろお時
間のようですが最後に会員増強委員会からみな
さんに お願いがあるそうですので是非この場で 
PR してください。本日は私の拙い話を聞いてい
ただきありがとうございました。今後の会員増強
のヒントになってくれれば幸いです。 

≪貴重なお話、ありがとうございました！≫ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 点鐘 加藤智生会長 13:30 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

本日のメニュ－ 


