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District 2640 Japan
CLUB JAPAN

ＲＩ会長 シェカール・メータ

第 2065 回例会
2021 年 7 月 26 日(月)
海南商工会議所４F 12:30～
クラブ協議会・ガバナー補佐来訪
１． 開会点鐘
２．ロータリーソング
「四つのテスト」
３．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 24 名
出席義務規定適用免除会員 1 名
出席率 63.16% 前回修正出席率 52.63%
４．会長スピ-チ
会長 魚谷 幸司 君
皆さんこんにちは。
本日はクラブ協議会が
あり、ガバナー補佐の中西
さんに来て頂いておりま
す。後ほど総評を頂きたい
と思いますが、お手柔らか
にお願い致します。
さて、7 月 23 日、コロ
ナ禍の中、オリンピックが
開幕しました。コロナの感染拡大も気になります
が、いざ始まると日本チームを心の底から応援し
ている自分がおり、改めてスポーツの及ぼす影響
力の大きさを実感しております。
前回にもご紹介させて頂きましたが、豊岡ガバ
ナーが好きとおっしゃる「奉仕の光」というロー
タリーソングをガバナー訪問の時に使いたいと
思います。会長挨拶が終わってからどんな歌かを
流しますので少しでも覚えて頂けるようにお願
いします。
昨日はクラブ会員増強委員長会議に出席して
きました。基調講演は高崎ロータリークラブに所
属されている、田中久夫先生で高崎経済大学の教
授をされております。
2014～15 年にクラブの会長に就かれ、会員数
を 64 人から 115 人にされ、要するに年間で 50
人以上会員数を増やされたという話をされてい
ました。
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

会長 魚谷 幸司

幹事 宇恵 久視

ＳＡＡ 楠部 均

増強するにあたっての考え方について簡単に
説明させて頂きます。
2017～2018 年に地区ガバナーにも就かれてい
ますが、入会 3 年目までの方に、1 入会の動機、
2 入会前に抱いていた RC のイメージ、3 入会後の
感じた RC の印象、4 今の RC で満足していること、
5 不満の思っていること、6 今の RC はどうすれば
良くなるかなどのアンケートを取られました。新
入会員の標準的な考え方を分析し、それに見合っ
た勧誘方法を考えられました。
多くのクラブの抱える共通の問題点も分析さ
れ、１シニア会員自らが自覚するべきことを正し
く認識していないこと、2 新会員に対してのフォ
ロー不足、3 その年の会長・幹事のやる気がない、
4 若手や女性を入会させられないなどでありま
した。その辺りを踏まえ、毎月若手メンバー5～6
人で「夜間・会員増強会議」を開き、候補書を選
択し、すぐに電話攻勢をかける。脈がありそうで
あれば、翌日に訪問する。お父さん世代の家族に
入会を勧める。
クラブの全会員に「入会申込書」「自クラブの
簡単なプロフィール」「ロータリーを説明できる
簡単な印刷物」これらを 3 種の神器とし RC の楽
しさ、有益性をアピールしようとされました。勧
誘された方からの質問としては、1RC の目的は？
2RC の最も大切にしている主義・志操は？3RC に
入って何かいいことがある？4 他の奉仕団体と
の違いは？等を想定し、答えられるような知識を
全会員が持つことの重要性を説かれていました。
最後に「ロータリークラブに入ろう」という著
書の宣伝をされていました。また、昨日の資料を
パワーポイントで事務局の方に送って頂けるそ
うなので、頼んでおきます。
その後、藤井直前ガバナー、中野パストガバナ
ー、会員増強委員長の山下さん、委員の中さんよ
り増強の大切さについての話があり、メーキャプ
推進手帳（御朱印帳）の活用についての話もされ
ていました。以上です。
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５．幹事報告
幹事 宇恵 久視 君
〇例会臨時変更＆休会のお知らせ
和歌山北 RC
8 月 23 日（月）→8 月 23 日（月）
夜間例会
〇休会のお知らせ
有田南 RC
8 月 10 日（火）
和歌山中 RC
8 月 10 日（火）
田辺東 RC
8 月 11 日（水）
和歌東南 RC
8 月 11 日（水）
那智勝浦 RC
8 月 12 日（木） 19 日（木）
田辺 RC
8 月 12 日（木）
有田 RC
8 月 12 日（木） 26 日（木）
和歌山城南 RC 8 月 12 日（木） 19 日（木）
和歌山南 RC
8 月 13 日（金）
和歌山北 RC
8 月 16 日（月）

中西ガバナー補佐 本日、クラブ協議会 宜しくお
願いします。
魚谷 幸司 君
中西ガバナー補佐 様 本日
はよろしくお願い致します。
宇恵 久視 君
〃
楠部 均 君
〃

６．クラブ協議会
中西ガバナー補佐の同席の下、魚谷会長から運営
方針、宇恵幹事から予算、各委員長から活動計画を
それぞれ説明。協議しました。

ロータリーのＲＩ新会長

８．閉会点鐘
次回例会
第 2066 回 2021 年 8 月 2 日(月)
海南商工会議所 4F 19:00～
ガバナー公式訪問
豊岡 敬 ガバナー
クラブ会報・雑誌委員会

RI 会長のシェカール・メータ氏は、カルカッタマハナガル・ロータリークラブの会員で、1984 年
からロータリアンとして活動しています。 会計士
として経験を積み、自らが会長を務める不動産会社
Skyline Group を設立しました。 しかし職業上の
肩書きは、彼の人となりの一端でしかありません。
シェカール氏は、カナダを拠点として回避可能な失
明を防ぐ活動に取り組む非営利団体、Operation
Eyesight Universal インド支部の理事でもありま
す。 同氏はこれまでに、インドの各州で 15 カ所を
超える眼科医院の設立を支援してきました。それら
の医院で実施された手術は、合計すると毎年
50,000 件 近くに のぼりま す。 さらに 、Saving
Little Hearts というプロジェクトを立ち上げ、イ
ンド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ア
フリカの国々の子どもたちのために 2,500 件以上
の心臓手術を支援しました。
また、シェルターボックスのローカル版を立ち上
げました。シェルターキットと名付けた大きなトラ
ンクに、52 点の生活必需品を詰め込み、過去 15 年
間にインドで発生したすべての大規模災害におい
て、インドのロータリアンは自ら志願して被災地域
にシェルターキットを届けてきました」と話してい
ます。 このプログラムはすでに、約 75,000 人の救
済に役立てられています。 シェカール氏はシェル
ターボックス管理委員会のメンバーも務めました。
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