第２８５６回

２０１２年８月３０日

本日の卓話者ご紹介
地区会員増強・会員維持委員会
副委員長 桐 本 美智子 ( 平塚 RC 会員 )

グランドホテル神奈中
Ｗ

週報第２８５６号

弱み （WEAKNESS)

平均年齢が高く、退会者が多い
男性中心の意識が高く、女性の入会に抵抗するクラブが
ある
年会費が高すぎる
忙しい人にとっては毎週のウイークディ昼例会の出席は
困難
何をやっている組織なのか一般に知られていない
新クラブを作りたがらない
クラブ中心でロータリー全体を考えようとしない
行事が多すぎる
PR が下手
日本の経済状態がよくない

卓話

毎年トップが変わり、やることが不連続で非効率

「組織の特質、目標達成のため課題の視点となる

項目としての swot 分析」
地区会員増強・会員維持委員会
副委員長 桐 本 美智子

Ｓ

強み (STRENGTH)

ロータリアンで奉仕活動に不熱心な人が多い
若者から認識されていない
金持ちがホテルで会い、親睦のみの団体と思われている
ロータリアンに対してロータリーの理念などの研修が十
分でない
外部組織と組んで奉仕活動をやろうとする意志がうすい

地域のリーダーの集まりでステータスが高い
100 年以上の歴史がある

Ｏ

世界理解・親善・世界平和を目指す理念を持っている

ロータリアンに相応しい女性は多い

ポリオ撲滅運動をやっている

PR をやる余地がある

貧困、識字率の向上、水と衛生などの問題に取り組む奉

未入会の過去のロータリー支援者、R 財団支援者が大勢

仕活動をやっている

いる

長い青少年交換の歴史がある

世間でロータリーの認知度が上がれば奉仕団体として若

職業の多様性を高く保持している

者も入る

米山奨学会がある

E ークラブは若者、元ロータリアンを引きつける

奉仕活動をやる経済力がある

例会を朝、夜等にすればロータリアンの退会を防げる

一流のホテル・レストランで会合をしている

他団体とコラボしたらどうか

歴史あるクラブでは奥様方のしっかりした組織があり活

米山奨学生 OB が大勢いる

動も活発である

年会費を安くすれば若者も入れる

新クラブが設立されるとすぐには消滅せず 10 年以上継

食費を別とし年会費を安くし、毎回食費を取る（世界は

続する

ほとんどこの方式）

機会 （OPPORTUNITY)

＜出席報告＞
本 日 8月30日 会員数 62名 対象者 56名 出席者 44(38)名 出席率 70.97％
前々回 8月 9日 会員数 62名 対象者 56名 出席者 49(43)名 出席率 79.03％ MUP 5名 計 54名 修正率 87.10％

高齢者で一生ロータリアンでいたい人の会費を減額すれ

◎第 49 回平塚市少年野球大会の終了について

ば退会しない

標記大会は小学生学童の部 30 チーム、小学生ジュニ

JC、法人会、商工会議所支部、同窓会、趣味の会等で

アの部 20 チーム、中学生の部 21 チームの参加によ

候補者を捜せる

り盛会のうちに無事終了したとの報告と協力のお礼状

家族会員をロータリアンに

をいただきました。

若者を中心にフェースブックなどで仲間を募る
60 〜 65 歳の大企業定年退職者（元役員クラス）を多
数入れる
Ｔ

脅威 （THREAT)

◎職業奉仕セミナー開催のご案内
日

時：９/15（土） 14：00 〜 16：00

場

所：第一相澤ビル６Ｆ

＊片野委員長が出席します。

高齢者が多く自然減となる
新しいもの（たとえば IT) について行けない

◎ 10 月「職業奉仕月間」と 11 月「Ｒ財団月間」の地

NPO に人が流れているがロータリーは奉仕団体と思わ

区からの卓話者派遣申込が開始。

れていない

地区職業奉仕委員会と財団学友の派遣となります。

「今時ロータリーですかねー」と古くさく思われている

締切り：8/31（金）

人数は減ってもいいと思っている人が多い
指導者（RI 理事、ガバナー、地区役員）が高齢化して

◎平塚地区高等学校定時制教育振興会より会費納入のお

いる

願い（一口 3,000 円）

自分のクラブさえ楽しく良ければそれで良いと思ってい

＊例年通りおこないます。
（3,000 円）

る人が多い
年功序列、先輩後輩、順番意識が強い

◎奉仕プロジェクト事例紹介セミナーのお知らせ

親睦中心だと思っていて、奉仕団体に変わりつつある、

日

時：９/12（水） 14：30 〜 16：30

とは思っていない

場

所：第一相澤ビル６Ｆ

ガバナーは忙しいが名誉職だと思って入る人が多い

＊小飯塚会長が出席します。

内弁慶で外を知らない
競合する組織がある

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

量を増やすと質が下がる

杉山善弥・金谷浩史・桐本美智子・山本

５名

退会者が良くない宣伝をする

各会員
＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞

ト＞ 第８グループガバナー補佐

◎ 2012-13 年度地区大会のご案内
日

智・木島俊雄

芦川

浩様
（平塚湘南ＲＣ）

時：10/21（日） 本会議
受

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

付：11：30 〜

ー＞

0名

セレモニー：12：30 〜 18：05
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

懇 親 会：18：30 〜 19：35
場

所：本会議会場 「七里ガ浜高校体育館」
懇

親

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞

会

「鎌倉プリンスホテルバンケットホール」

９月１３日（木） フードコンサルタント・プロデューサー
りん

＊詳細はパンフレット・ゴルフ大会お知らせ等ご覧く

菅原光志様（鎌倉ＲＣ）

＊出欠確認させていただきます。ご提出よろしくお願

２７日（木） プログラム委員会（卓話予定）

いいたします。
１０月

４日（木）「米山月間」米山記念奨学生卓話
柳

◎第 5 回ＩＡ委員会及び第 4 回合同会議開催のご案内

場

くんび様

２０日（木） ガバナー公式訪問

ださい。

日

18 名

華英様

１１日（木）→１０/ ２１（日）地区大会（移動例会）

時：2012 年９月１日（土）
13：00 〜 13：45

委員会

14：00 〜 16：00

合同会議

16：00 〜 17：00

実行委員会・準備会

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

現在ございません。

所：藤沢産業センター８階『情報ラウンジ』

＊木島委員長が出席します。
クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

金谷浩史

國岡久資

青山紀美代

杉山幹生

