
「ロータリーの真髄 ～それは仲間との親睦と奉仕～」

講師： 国際ロータリー第2840地区

パストガバナー 田中久夫（高崎RC）

国際ﾛｰﾀﾘｰ第1地域ﾛｰﾀﾘｰｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ補佐（ARC）

会場： 福岡商工会議所会館



前々度(2017-2018) 日本の全３４地区の会員数の推移・・

純増会員数 ＋１５１人（１地区平均４.４人増）

年度末 88,087人

（国内2,267クラブ（平均38.8人））



高崎RC

女性

６４ １１５ ７ ＋５１人

１３０ １３

２０１９－２０２０ → １５０？

２０３０？ → ２００？



さて、本日の次第です。・・



第2840地区「2017-2018年度 新会員セミナー」・事前アンケート 集計結果（抄）（2018.2.18実施）

●回答者数：２１４名（男性１８３名・女性３０名・不明１名）

１．RC入会の動機（理由）は？

・友人、知人、取引先、お世話になっている方からの勧誘（７０人）

・前任者からの引き継ぎ（５１）

・断りきれなかった（２５）

・人脈・仲間をつくりたかった（２３）

・奉仕活動、地域貢献がしたかった（２２）

・家族、親族の勧め、家族がロータリアン・元ロータリアン（１０） ・・・



２．誰からの勧誘が入会を決めたポイントでしたか？

・ロータリアン、知人、友人（７２）

・仕事の取引先・仕事関係者（６４）

・前任者からの引き継ぎ（４３）

・ＪＣの先輩（１５）

・会社指示、方針（１１）

・自分の意志（１０） ・・・



３．入会前に抱いていたRCのイメージは？

・名士・地元有力者・社長・成功者・お金持ちの集まり（５３）

・会費が高い・お金がかかる（４５）

・敷居が高い・固いイメージ（３４）

・年齢層が高い（２７）

・例会・行事が多い、出席が厳しい、時間が取られる（２３）

・地域貢献、奉仕活動（１８） ・・・



４．入会後に感じたRCの印象は？

・楽しい、意外と楽しい（４８）

・親しみやすい、優しく接してくれる（４１）

・仲が良い、居心地がよい、アットホームな雰囲気（２１）

・異業種交流（１８）

・対人関係が広がり知り合いが増えた（１１）

・会費が高い、お金がかかる（１０） ・・・



５．いまのRCで満足していることは？

・人脈・知人・仲間ができた（８３）

・異業種の知人・仲間ができた（６５）

・見識、視野が広がった（１２）

・先輩の話がきける・話ができる（８）

・親しみやすい、優しく接してくれる（７）

・奉仕活動が行える（５） ・・・



６．いまのRCで不満に思うことは？

・特になし（９４）

・同年代（回答者４０代）の会員が少ない、増えて欲しい（１２）

・女性会員が少ない（１１）

・会員数が少ない（６）

・会費が高い、お金がかかる（６）

・例会（昼）に出席できない（５）

・例会の回数が多い（５） ・・・



７．いまのRCはどうすれば良くなると思いますか？

・若い会員を増やし、育成する（６１）

・広報の充実・活動をアピールするイベントの開催（１９）

・夜間例会を増やす（１８）

・現状に満足（１５）

・女性会員を増やす（１０）

・会費を下げる、金銭負担を減らす（８） ・・・



●以上をまとめると、新会員の「標準的モデル」は以下の通りになります。

１ クラブへの入会のキッカケは知人や取引先から勧誘されたから、

２ 入会前は地元の有力者やお金持ちの集まりで敷居が高いところだと思っていたが、

３ 入ってみると楽しいし、皆が仲良く接してくれるので、

４ 多くの友人・知人が出来た、また異業種の仲間も拡がった、

５ でも、若手の会員や女性会員は少ないし、会費やそれ以外の金銭的負担も重い、

６ 今後は、例会の回数を見直したり、夜間例会を開いたりして、若い会員を増やし、

ロータリーの広報の充実、活動をアピールするイベントを開催することが必要だと思う。

＊これを分析することに、「会員増強・クラブ活性化」の答えがあるように思います。



第2840地区「2018-2019年度 会員増強に関するアンケート」（2018.7.20実施）

●回答対象者： 2018-2019年度 各クラブ会長（４５人）・・回収率１００％

３． 会員増強を達成するために有効だと思われる手段・方法とは？

・現会員から最低１名以上の入会者の推薦（9人）

・月１回会員増強の会議を開く（7）

・自クラブの地元での広報活動（6）

・こまめな情報収集と勧誘（4）

・オープンゴルフコンペ・オープン飲み会・体験例会などの実施（4）

・青年会議所・商工会議所青年部からの入会者の勧誘（4）

・会長・幹事、増強委員長等によるリーダーシップによる拡大推進（4）

・新会員による情報提供（4）

・クラブの若手会員を中心に積極的に増強活動をする（3）

・会員の配偶者の知人（男女を問わず）を紹介してもらう（3）

・職業分類を見直して再度勧誘（3）

・会員勧誘リストの作成（3） ・・・



５． 退会防止のために有効だと思われる手段・方法とは？

・休みがちな会員に声掛けとクラブ・例会の情報を伝える（6）

・会長・幹事・親しい友人からの早めの情報収集（3）

・メンターをつける（3）

・人間関係の改善（2）

・夜間例会の実施（2）

・ロータリー活動が有意義と思えるような奉仕活動の活性化（2）

・入会３年以内の会員の出席率をチェックし出席率が悪ければ連絡をとりフォローする

・クラブの魅力を伝える

・お互いの立場を理解し尊敬しあう

・退会しそうな欠席の場合面談等により回避する

・過度な上下関係の緩和

・例会の工夫

・会員同士の繋がりをもつ

・楽しいクラブづくり

・会員がクラブとどのように関わりたいのかを見極め会員の居心地のよい場所をつくる ・・・



第2840地区「2017-2018年度 会員増強セミナー」アンケート（2018.4.27実施)から・・・

６６１名 ３１.３％

６１.２９

２. 貴方は、今年度のクラブの運営に協力していると思いますか？

協力的

非協力的



３. 貴方は、各種寄付金について今年度の地区目標は達成していますか？

達成している

達成していない

４. 貴方は、これまでに新会員を紹介したことがありますか？

あ る ４０.４％

な い ４７.７％



●全国のクラブを周って気づきました。多くのクラブには、共通の問題点があることを・・・

クラブが抱える平均的な４つの問題点は、

１ シニア会員を活用していない ・・昔は頑張っていた先輩達、もう一度若い会員に本物の

ロータリアンとしての矜持を見せて欲しい（寄付も含めて）

２ 新会員へのフォローやロータリー教育（理解浸透）が不足している

・・誰かがやるだろ、俺もよく知らないし、そのうち解るさ

（本来はクラブの責任・可能ならば地区委員会が援助）

３ その年度の会長・幹事がヤル気がない ・・無理せず、１年を無難にやり過ごせればいいさ

４ 若手・女性を入れられない ・・クラブに魅力がない、新しい人を惹き付ける魅力に乏しい

限界クラブ（平均年齢60歳超・会員38.8人以下）の仲間入り



退会者からも、そっと聞き取りをしました・・

● 退会の理由 上位６位

（クラブに内包された障害・・・）



RCに入会すると、こんな素敵なことがあなたを待っています。

東京御苑RCのHPから引用・補正・・



ロータリーに入るといいことがある・・

1916年



ストーリーは人に感動を呼ぶ・・

ロータリー「最良の時」



若手を会議のコア・メンバーとして人選

を事前に

・・・訪問アポ（翌日がベスト）を取る

翌日、戸別訪問

●お金、時間、労力は掛かります。１年間は覚悟のうえ・・・・



３つの道具

●「ロータリーとは？」という質問に的確に答えられる準備を・・・

１ 「ロータリーの目的」は知っていますか？

２ 「ロータリーの中核的価値観」は知っていますか？

３ 他の奉仕団体との違いを説明できますか？



ロータリーの目的（抄）

「意義ある事業」 奉仕の理念

知り合い

高い倫理基準 職業を高潔

奉仕の理念

国際理解、親睦、平和



ロータリーの中核的価値観（以下の価値観を行動に・・）

親睦

高潔性

多様性

奉仕 リーダーシップ



●実施して良かったと思われること

抽選

握手タイム

仲良し団体

部活

他クラブとの夜間交流会



KOCキャンペーン

「Know  Other  Clubs （KOC）キャンペーン」

・他クラブにいる



● 私たちがロータリーに入った目的とは？

「老」の世代 「キョウヨウ」 「キョウイク」

「青・壮」の世代 友人（人脈）・それを信頼した生活、仕事の円滑化

・・そのための親睦と仲間との奉仕活動（同一目標を得るための共同作業：達成感の共有）

少年マンガの成功の論理と同じです。（友情（チーム・ライバル）、努力、勝利の３要素）

↓

決して、「お金」儲けのためではありません。私たちはお金に困っている訳ではありません。

● 私たちの、ロータリー加入の本当の目的とは？ それと「人生の目的」との関わりとは？



●孔子の教え（「論語」から「知好楽」の教え）

・物事を深く理解するコツとは？ → 「知ること＜好きになること＜楽しむこと」のススメ

●「人生の目的」とは？ 宗教家・経営者に言わせると・・・

それは、「品格の完成」だと言ってます。

それは、「心を磨くこと」だと言いました。

・稲盛和夫（経営の神様）は・・ それは、「心を高めること」、「魂を磨くこと」だと言いました。

●ロータリアンに求められる「真の品格」とは？

●果たして、品格のある人とは？・・「ブスの２５箇条」を参考に



ブスの２５箇条 （他人から嫌われる人とは・・）

１ 笑顔がない ２ お礼を言わない
３ おいしいと言わない ４ 精気がない
５ 自信がない ６ グチをこぼす
７ 希望や信念がない ８ いつも周囲が悪いと思っている
９ 自分がブスであることを知らない １０ 声が小さくいじけている

１１ 何でもないことにキズつく １２ 他人に嫉妬する
１３ 目が輝いていない １４ 責任転嫁がうまい
１５ いつも口がへの字の形をしている １６ 他人を恨む
１７ 悲観的に物事を考える １８ 問題意識を持っていない
１９ 他人に尽くさない ２０ 他人を信じない
２１ 人生においても仕事においても意欲がない ２２ 謙虚さがなく傲慢である
２３ 人のｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｽや忠告を受け入れない ２４ 自分が最も正しいと信じている
２５ 存在自体が周囲を暗くする

→ こういう人が身近にいませんか？

こういう人はロータリーに誘ってはいけません。



anan（2018.12.12号）

• ５つ以上あてはまる人は要注意・・・



生涯から 人生にとって最も良い影響を与えてくれた

３つのモノ・コト（trinity）（仕事や家族は除きます・・）を考えてみてください

３つのモノ・コト（trinity）

１．酒 ２．ゴルフ ３．ロータリー



日経新聞

組織に新風を吹き込むのに必要なのは・・

１ 若者

２ バカ者

３ よそ者



１ 若者 よく動いて活気に満ちた人（若手会員）

会員増強担当者

新会員のターゲット層（若者・女性）

２ バカ者 常識にとらわれず新鮮で突飛な発想をする人

会長・幹事

３ よそ者 異なった視点から物事を見られる人（新入会員）



最後にもう一つオマケ・・ ある格言から作文しました。




