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２０１８年 ５月 ８日 ５月第１例会 

本日のプログラム ： 卓話  広島大学名誉教授  渡部 和彦 様 

２０１８年 ４月２４日（ ４月 第４例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング 奉仕の理想  

※ビジター紹介 直前会長 長岡健二 会員 

※出席報告 親睦・出席委員会 高橋秀信 小委員長 

会員数 ３３ 名 ４/１０欠席者 ５ 名 

来訪者 ０ 名 メークアップ ４ 名 

出席者 ２５ 名 出席率 ９６．９７ ％ 

欠席者 ８ 名 通算出席率 ９６．７６ ％ 

※メークアップ報告 （４/１０分） 

 榎  賢 志 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 平原  秀則 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 

 島 崎  高 志 君 4月１０日 （台北信義ＲＣ） 萩尾  勝美 君 4月 18日 （広島空港ＲＣ） 

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 貞岩 敬 会員 

 村尾  卓志 君 … 妻の誕生祝いありがとうございました。 

 貞 岩  敬 君 … 今年に入って胃の調子が悪かったのですが、先週、広島大学病院で胃カメ

ラの検査をしたところ、軽い胃潰瘍でした。薬を飲むと痛みがすっかり治まり

ました。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ２，０００円 ☺ ニコニコ累計額 ☺ … ２０９，０００円 

                                                                      

 ◆2018 年度米山奨学生紹介◆ オリエンテーション：2018 年 4 月 22 日（日）アークホテル広島駅南にて 

                                                         

【氏名】バトエルデネ・ダギーマー 

【生年月日】1990 年 10 月 20 日（27 歳） 

【国籍】モンゴル 

【在籍校】広島大学教育学研究科教育学専攻修士課程 2 年 

【学歴】モンゴル国立教育大学外国語学校日本語専攻 卒業 

      亜細亜大学経営学部日本語専攻 卒業 

      モンゴル科学技術大学高専事業非常勤日本語教師 

【奨学金支給期間】2018 年 4 月～2019 年 3 月 



会長時間  会 長  正原孝司                           

本日は、2 月 20日の例会から 2 ヶ月後として、会員増強組織委員 

会さんの卓話です。 

会員拡大へのアプローチをお願いしたいため、お手元にある A4 

の資料について、ご説明させてください。 

・まず当東広島 RC の現状をどう思われているか？ 

 （過去 10年間、会員の増減はほとんど同じで 33名です） 

・当クラブの活動が地元地域に与えている影響は？ 

・入会見込者をクラブの行事に招くのはいかがか？ 

・新入会された会員にはメンター（指導者)をつける。(フォロー) 

・体力(数)が難しいなら体質向上の勉強会を多く開催して、質のレベルアップをしクラブ体質強化をする。 

・なんたって、声を掛けてみましょう！ 

また、先日 4 月 22 日(日)には、米山奨学生のオリエンテーションがあり、代理出席してきました。 

モンゴルからの留学生で教育学を学んでいる 27 歳のダギーマーさんという女性です。多分、5月 15 日 

の例会に出席していただき、5 月 20日の家族例会にも参加してくれるのでは？と思っていますので、 

ご報告させていただきます。 

同じく 4月 22 日は今年度国際ロータリーのイアン・ライズリー会長が提唱されている  「アースデイ」  

で、各地でクラブが植樹をして地球環境保護を願う日となっています。今回 6 月にヒロベイ RCへ行った 

時にでも友好を兼ねた植樹が出来たらいいなぁ！と考えておりますので、ご検討下さい。 

そして、4月 29日には「東広島の史跡・文化財を見て歩く会」があります。皆さまのご参加をよろしく申し 

上げまして、会長時間とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

『ロータリーボイス』 より、“4/22 アースデイ 日本のクラブも植樹で活躍”  

『夢の球場に夢を植える』           『全長 2 km の植樹プロジェクト』               『桜の街づくり』 

 

 

 

 

 

 

 

弘前東ロータリークラブ                 山形北ロータリークラブ                 幸手ロータリークラブ 

（青森県、第 2830 地区）              （山形県、第 2800 地区）             （埼玉県、第 2770 地区） 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 



 本日のプログラム 

会員増強組織委員会 立川宏治 委員長 
    

  ３月２０日に引き続き、会員候補者について話し合いました。 

  前回の候補者リストからの絞込みも行いました。 

  長期計画で、会員増強に取り組んでいきましょう。 

 

東広島ロータリークラブのパンフレッ 

トを新たに作成しました。   

「一緒に活動しませんか」という入会 

へのお誘いに使用するだけでなく、 

奉仕活動などの際にも配布して、 

沢山の方に東広島ロータリークラブ 

の存在や活動を知っていただくＰＲ 

活動にも役立てていきたいと思います。 

みなさんのカバンにも常時携帯していただき、ＰＲしてください。 

在庫は事務局に置いてありますので、お申し付け下さい。 

 

 

 

 

 

   ∞∞∞ 会員拡大へのアプローチ ∞∞∞ 

   ◆ まずはクラブの現状把握から 

      クラブの長期的な会員増強目標（3年後、5年後のクラブ像は？） 

      クラブの過去 5年間の会員傾向（会員維持率、新会員の数、会員の職業・性別・年齢など） 

      定期的に職業分類調査を行い、地元に存在するクラブにまだいない職業を見つける 

   ◆ 会員の「多様性」に注目する 

   ◆ 入会への魅力を高める 

    地元で関心の高い問題に取り組む。奉仕活動に画期的なアプローチを取り入れてみる 

    ソーシャルメディアや地元メディアを通じて、クラブの活動が地元地域に与えている影響を紹介する 

    入会見込者をクラブの行事や奉仕活動に招く 

 ◆ 会員の積極的参加が会員増強のカギ 

    新会員を集めると同時に、現会員による積極的な参加を促しましょう。活発でモチベーションの高い会員が 

    多ければ多いほど、クラブでの活動が楽しくなるでしょう。 

 ◆ 感謝を忘れずに 

    会員の貢献を認め、必ず感謝の意を伝えましょう。 

 ◆ 学友との関係を大切に 

    「学友」と呼ばれるロータリープログラム元参加者は、ロータリーを実体験し、その魅力を他の人に伝えることが 

出来る人たちです。こうした学友とのつながりを保つことが非常に重要です。 

 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 



※委員会報告および連絡事項 

親睦・出席委員会  高橋秀信 小委員長 

  ・５/２０（日）「春の家族例会」について 

   本日、出席連絡の締め切りとなっております。皆さん多数のご参加をお待ちしております。 

  次年度奉仕プロジェクト委員会  早志光由 委員長 

・次年度奉仕プロジェクト委員会を５月９日（水）18：30～本庄にて開催します。 

 各委員長は、事業計画の立案をお願い致します。 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・「東広島の史跡・文化財を見て歩く会」について 

 日時：４月２９日（日） JA八本松グリーンセンター １２：３０集合 

 担当関所：教順寺（第５関所） 

 参加者に、ご案内をポスティングしております。 

・５/１３（日）「2018-19年度地区研修会」のプログラムを対象者にポスティングしております。ご確認 

 よろしくお願い致します。 

・次週５月１日（火）は休会です。次回例会日は５月８日（火）です。次回よりクールビズを開始します。 

・事務局休み ４月２８日（土）～５月６日（日） 

 休暇中の緊急連絡は、荒谷幹事・武田副幹事までお願い致します。 
 

※今後のスケジュール 

 5月 9日（水） 次年度奉仕プロジェクト委員会 18：30～本庄にて 

 5月 10日（木） 西条ＲＣ創立５４周年記念例会 

 5月 13日（日） 2018-19年度地区研修・協議会 13：00～広島国際会議場にて 

 5月 15日（火） 
5月第 2例会 卓話 社会保険労務士 坪島栄太 様 （東広島ＲＣ創立記念例会） 

          2018年度米山奨学生ダギーマーさん出席 

 5月 20日（日） 5月第 3例会 春の家族例会 せら夢公園 

 5月 22日（火） 例会変更 → 5/20（日） 

 5月 24日（木） 東広島ライオンズクラブ 第 1回チャリティーゴルフコンペ 

 5月 29日（火） 5月第 4例会 卓話 東広島市長 高垣広徳 様 

 6月 5日（火） 6月第 1例会 卓話 アクサ生命保険（株） 部長 古庵智章 様 

 6月 10日（日） ７ＲＣ合同ゴルフコンペ 東映カントリークラブ 

 6月 12日（火） 6月第 2例会 青少年奉仕委員会 馬原直史 小委員長 

 
 

 

次週のプログラム    ５月１５日(火) １２：３０～  卓話  社会保険労務士 坪島栄太 様 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 ＵＲＬ : http://www.higashihiroshima-rc.jp 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 


