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地区会員増強・維持委員会

委員　高　橋　宏　昌　様
 　

「会員増強・拡大月間のお願い」

地区会員増強・維持委員会 　
委員　高　橋　宏　昌　

　皆様方こんにちは。毎年８月は会員増強月間でありま
す。そんな訳で地区会員増強委員会より派遣されやって
まいりました伊勢原平成ロータリークラブの高橋宏昌です。
　私、昨年度桐本会長年度に当平塚ＲＣに初めてメイク
アップさせていただいて以来２度目の訪問となります。
　伝統ある名門クラブにお邪魔する事に大変緊張いたし
ておりますが、反面、光栄に感じ入っております。しば
らくの間お付き合いを宜しくお願い致します。
　さて、地区では後藤年度～森年度（今年度～）菅原年
度の３年間で各年度会員数の５％の純増目標を掲げてお
ります。後藤年度のスタートは 2,252 名でした。その
目標を数字に置き換えますと
　後藤年度　　2,257 名⇒ 2,370 名
　森　年度　　2,370 名⇒ 2,489 名
　菅原年度　　2,489 名⇒ 2,614 名
　となります。３年後には約 2,700 名ということだと

思います。
　この 2,700 名という数字についてのご理解について
賛否のご意見は色々あろうかと思いますが、ＲＩにおけ
る地区の定義では…『大きな会員基盤を持つ地区が少数
のクラブや少人数のロータリアンを持つ地区に比べて有
利であることは明白であると同時に、小規模地区はＲＩ
の管理運営と財務に不利な影響を与えるため理事会では
現存するすべての地区が少なくとも 75 クラブ、2,700
名のロータリアンを擁する事を奨励している。（ロータ
リー章典 17.010.2,）』とあります。このことが一連の
根拠となっていると考えられます。
　森年度の７月のスタートは 2,234 名でありました。
この減少はすでに予測されていたため森ガバナーは前
年度分を上乗せして目標を純増 250 名といたしました。
これは前年度の PETS においても現会長には周知された
ところであります。当地区委員会では当初各クラブ純増
３名の目標を立てました。私が思いますにこの３名とい
う数字は極めて単純明快です。それはある意味では曖昧
ともいえる『％』の表示ではなく平塚ＲＣのような大き
なクラブでも私が所属する伊勢原平成ＲＣのような小さ
なクラブでも公平かつ明瞭な３名を具体的な目標とした
からです。
　●会長　　　　１名
　●幹事　　　　１名
　●増強委員長　１名
　以上の方々に絞り込みと取りまとめをいただき増強を
図っていただく予定でおりました。しかしながら、各
クラブ３名× 66 クラブ（現在数）＝ 198 名ですので
250 名には足りません。しかるにこの増強依頼をクラ
ブに依頼する際
　●副会長、会長エレクト…会員各位　　１名
　以上をお願いしたいということであります。４名×
66クラブ（現在数）＝ 264 名となります。これはあく
まで計算上の事であり、現実は大変厳しい数字である事
は私も十分承知しております。しかしながらすでに増強
済みのクラブが複数あります。私の所属する伊勢原平成

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓話

本　日  8月18日 会員数  58名 対象者  52名 出席者  39(33)名 出席率    63.46％
前々回  7月28日 会員数  56名 対象者  50名 出席者  38(32)名 出席率  64.00％ MUP  3名 計  35名 修正率  70.00％



ＲＣでも今月１名の入会をみております。勧誘方法に特
効薬はないと考えております。むしろ、伝統クラブであ
る平塚ＲＣの皆様方にご教授をいただき地区に持ち帰り
たいと思っております。
　許されたお時間でディスカッションを行い、秘訣と活
路を見出したいと願っております。
　本日は本当にありがとうございました。

所属クラブ　伊勢原平成ロータリークラブ
職 業 分 類　ガス供給
職業／役職　テーエスガス株式会社
ロータリー歴　
　1990 年 3 月　　　　　伊勢原平成ロータリークラブ
　（平成 2年）　   　　　　設立時入会　チャーターメン
　　　　　　　　　　　   バー
　2001 年　　　　　　　 ベネファクター
　2008 年～ 2009 年度　伊勢原平成ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　  会長
　2009 年～ 2010 年度　地区Ｒ家族委員会　委員
　2010 年～ 2011 年度　地区米山奨学金推進委員会　
                                          委員
　2011 年～ 2012 年度　地区会員増強・維持委員会　
                                          委員

＜幹事報告＞
◎第 48回平塚市少年野球大会（７/29 ～８/ ６）無事終
了のお礼と報告

　＊開会式に杉山会長が出席しました。結果は回覧して
います。

◎平成 23年度平塚市暴力追放推進協議会総会開催
　日　時：９/22（木）　15：00～ 17：00
　場　所：平塚ラスカホール６Ｆ
　＊杉山会長が出席します。
◎ 2011-12 年度地区大会のご案内
　日　時：10/15（土）　会長・幹事会
                                         地区指導者育成セミナー
                                         ＲＩ会長代理を囲む懇親会
　　　　　10/16（日）　本会議 /大懇親会（会員出席）
　場　所：よこすか芸術劇場
　　　　　メルキュールホテル横須賀
　＊本日パンフレットと出欠確認をお配りました。ご確

認いただき事務局までお申し込み下さい。
　　ご家族参加のエクスカーション『YOKOSUKA 軍港

めぐり』とメルキュールホテル横須賀のコピーを各
テーブルごとに配布してあります。ご覧下さい。

◎米山奨学セミナーのご案内
　日　時　2011 年９月12日（月）　15：00～17：00
　場　所　藤沢産業センター８Ｆ　『情報ラウンジ』
                   　　（藤沢市藤沢 109-6　湘南ＮＤビル内）
　議　題　海外応募米山奨学金と理事会緊急会議について

◎国際ロータリー事務局　事務局長の交代
　現事務局長　大島　四朗　⇩　９/１より
　新事務局長　加倉井　隆（かくらい　たかお）となります。

湘南ステーションビル株式会社
取締役  平塚店長  鈴木條一　様

生年月日　昭和25年１月（61歳）
住　　所　静岡県駿東郡
最寄り駅　御殿場線　足柄駅
略　　歴

家　　族　妻・長男・長女・母・孫２人（女）
趣　　味　ゴルフ・農作業（稲作は本格的です）

＜メークアップ＞　　　　２名
　　　　　　　　清水（裕）、滝口、杉山（幹）　会員

＜ゲスト＞　　　　　　　地区会員増強・維持委員会
　　　　　　　　　　　　　委員　高橋宏昌様（卓話者）

＜ビジター＞　　　　　　清田宰宏様（平塚南）

＜本日のスマイル＞　　　９名

＜卓話・行事予定＞
９月　１日（木）　ガバナー補佐訪問  
　　　　　　　　　　樋口大

ひろ

人
と

　様（平塚北ＲＣ）
　　　８日（木）　ガバナー公式訪問　
　　　　　　　　　　森　　洋　様 ( 横須賀北ＲＣ )
　　１５日（木）　プログラム委員会
　　２２日（木）　動物学博士　吉村卓三様
　　２９日（木）　休会（定款による）

＜卓話・行事予定＞

＜本日のスマイル＞

＜市内例会変更＞

＜メークアップ＞

鈴木條一  様  プロフィール

＜ゲ  　ス　  ト＞

＜幹事報告＞

新会員紹介

高橋宏昌  様  プロフィール

＜ビ ジ タ ー＞

クラブ会報委員会　　 ◎小 野　　学　 　福 山　　駿　 　宅 野　順 彦　 　金 谷　浩 史

平塚西  8/31 ㈬  休会

昭和 43年 3 月 静岡県立　御殿場高等学校　卒業
昭和 43年 4 月 日本国有鉄道　入社
昭和 62年 4 月 東日本旅客鉄道株式会社　入社

〃 関連事業本部　開発企画部
平成  2  年 2 月 関連事業本部　事業管理部
平成  2  年 4 月 出向（東京圏駅ビル開発株式会社）
平成  6  年 4 月 出向（平塚ステーションビル株式会社）
平成 13年 4月 出向（株式会社大森プリモ）
平成 15年 6月 出向（平塚ステーションビル株式会社）
平成 17年 4月 出向（湘南ステーションビル株式会社）
平成 19年 2月 湘南ステーションビル株式会社 開発企画部
平成 20年12月 熱海開発部兼開発企画部
平成 22年 6月 熱海開発部兼開発企画部兼熱海店長
平成 23年 6月 取締役平塚ラスカ店長


