
 

 

第 1091 回例会 2021 年 6 月 15 日 

  

クラブ戦略計画  

会長エレクト 山崎芳雄君  
＜重点項目＞ 

1．繋がりの強化 
2．会員基盤の強化 
3．積極的な奉仕の充実と広報活動の強化  

 

活動目標１：会員同士の繋がりの強化に関する目

標（クラブ会員同士、ロータリアン同士、社会と

の） 

1. 現在の会員を維持する事が前提で夜間例会やオープン

例会・ゴルフ等々の会員同士が楽しく参加出来るイベ

ントを企画し親睦を図ると共に毎回楽しい例会の企画

をする。 

2．現在 facebook にアップデートしている都度の例会の

内容が例会に欠席した場合でも例会の様子が確認出

来、また会員同士の繋がりが図れるツールなので全会

員が facebook の操作が出来る様にデジタル化推進委

員会を中心に協力を得て実現を目指す。 

3．現行のホームページの継続運用と、クラブからの連絡

等は現行の連絡手段と併せ SNS を有効に利用したメー

リングリストの活用についてデジタル化推進委員会の

協力を得て推進を図る。 

活動目標２：会員基盤の強化に関する目標（女性

会員の増強と多様性） 

1．クラブの会員数を増やす、特に若年層の会員の入会を

促進し会員一人が一人の入会候補者を推薦し最終的に

会員数が 30 人以上の体制になる様に行動を起こす。 

2．女性会員 2 名の増強とリーダーへの育成をし RLI への

参加をサポートする。 

3．夜間例会やオープン例会・ゴルフコンペ等の企画に友

人・知人の参加を積極的に呼びかけ若手の JC や商工

会議所青年部・若手経営者や創業者への入会勧誘をク

ラブ強化部中心に全会員が協力し進める。 

活動目標 3：広報活動と奉仕の充実への強化目標 

1．2600 地区全体での開催のイメージ向上・会員増強キ

ャンペーン（オープン例会）での広報活動の実施に万

全の体制で取り組む。 

2．ビジュアルアイデンティティーの強化の一環として当

クラブの昇り旗・揃いのジャンパーの制作（六文銭ロ

ータリークラブのロゴの募集と作成）の検討から実現

に移す。 

3．次年度（2022－2023 年度）の地区補助金の活用につ

いて奉仕プロジェクト部と連携し全会員が参加して継

続出来る奉仕活動を立案する。 

4. 2600 地区全体で実施される「ロータリー奉仕デー｣の

実施によるロータリーファミリー及び地域社会への奉

仕活動を実践する。（２クラブ以上が合同で実施する

ために他クラブとの協議が必要） 

5. ロータリー財団・米山記念奨学会への寄付を拡充し推

進する様にサポート・アドバイスを積極的に進め恒久

基金寄付行為の意味と意義を再認識し寄付目標の達成

を図る。 

6. ポリオ撲滅におけるロータリアンの役割の周知を図る

例会・イベント参加でのポリオ消滅の提唱を進める。 

 

 
中澤 信敏君 

先週の理事会で承認されました皆出席

と慶祝の件をご案内させていただきます。

５月の例会で皆出席の件のお話をさせて

いただきました。皆出席の算出方法において複雑になって

いるのでわかりやすくさせていただきたいと言うお話で、

来期から毎月の慶祝の中で皆出席のお祝いをせず、最終例

会にまとめてお祝いすることさせていただくことになり

ます。この点においては皆様からのご賛同いただいている

と思っております。その時にご意見があればご指摘いただ

きたいと皆様へお話しをさせていただいた後で皆出席で

はなく慶祝について改善を求めるお話をいただきました。 

会 ⾧ 挨 拶 

クラブ協議会 
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内規上、同じ場所に明記されておりまして、その点にお

いて２点の在籍年数と結婚祝いについて見直しを指摘さ

れております。 
まずは、在籍年数をお祝いする件ですが、ロータリーの

事業は、メンバーみんなで在籍年数に関わらず活動するこ

となのでロータリー歴の発表は不要であろうと言うご提

案をいただきました。それと結婚記念日ですが、昨今の

SDGs の流れもあり、男女の性の平等を推進する世の中に

あり、今後入会を期待する新入会員や、既婚・未婚に関し

てはデリケートなこともあるであろうから取りやめた方

が良いというご指摘をいただきました。ただ、この状態で

は誕生祝いしかなくなってしまうため、別案として企業の

創立記念日を新たにお祝いさせていただこうと理事会で

決定させていただきました。次年度の慶祝よりそのように

なりますのでご承知おきいただけますようお願いいたし

ます。 
続きまして今度は非常に残念なお話しとなります。メ

ンバーの西澤文登さんが今年度で退会されることになり

ます。今日を含めあと２回限りとなりますのでご案内させ

ていただきました。もう皆さんご存知通り、文登さんは当

クラブの設立時からのチャーターメンバーで、20 周年の

直前のクラブ存続危機の時にも会長を２年続けてお請け

いただき、３回も会長をお請けいただきました。私が感じ

ているロータリアン像はこのクラブの先輩たちの姿から

感じ取っている姿で、その姿の一人に文登さんの姿もあり、

多分他の皆様も同様にロータリアンとはどういう人物像

であるべきかを見習う大先輩の一人だったと思います。 
今から６年前の 2015-16 年度に文登さんは２度目の会

長をお受けいただきました。その時の私は会報委員として

毎号の会報を作成しておりました。会報は真田丸のタイミ

ングも重なり真田家の豆知識を会長挨拶以外にも寄稿い

ただき会報に載せていただきました。今の私では毎週の会

長挨拶を考えるだけで目一杯なのに、本当に頭が下がりま

す。また、その年度の桐生赤城クラブとの親睦会では、行

く途中で真田家縁の地や八ッ場ダムを一緒に巡り色々な

お話しもうかがうことができ、その時は先輩たちと一緒に

観光タクシーに乗って非常に楽しかった思い出が残って

おり、ロータリーの楽しみ方として一緒に旅行できる楽し

みを実感した時でした。 
この年、私は職業奉仕委員長も務めさせていただいて

おり、地区から職業奉仕の見える化の推進もあり、真田丸

の放映に合わせて文登さんに講師をお願いして、５中の生

徒さんにボランティアガイド養成講座として、暑い中上田

城と柳町と真田太平記館を案内していただいたこともあ

りました。 
その後も上田商工会議所青年部で現在公式キャラクタ

ーとなっている「いしがきうじ」を設定する際にも講師を

お願いし、上田の地域経済の礎になる意図と上田城の石垣

を結ぶため、上田城の石垣の個性や石積みの勉強をさせて

いただいたりしました。 
このようにロータリーの事だけではなく、観光ボラン

ティアもやられていた文登さんの研究された成果を例会

の中で何度もおうかがいできたのも非常に勉強になるこ

とばかりでした。 
今回退会のお話をいただいて、何とか引き続きメンバ

ーとして続けていただけるようにお願いしたかったので

すが、私の力不足で結果として残っていただくことができ

なく非常に残念でなりません。次週私も会長としての務め

が最終となります。その時に文登さんも最終となるため、

本来であれば、一緒に最終例会でロータリーの目的の大き

な一つである楽しい懇親会としたかったのですがこのコ

ロナの状況で開催できず、大変申し訳なく思います。次週

昼間の例会のため限られた時間の中となってしまいます

が、文登さんからもお話しいただきたく今日はご案内まで

とさせていただきます。 

 吉田  穣君 
１. 地区事務所より 

 ・東御 RC 様・蓼科 RC 様 事務所等移転のお知らせ 
２. ガールスカウト第 25 団より 

 ・総会資料送付と団委員長交代の挨拶 
３. 理事会より 

 ・６月理事会議事録 
恵送   
  ・東御 RC 様・・・会報 
会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1090 号 
  ・7-8 月プログラム 
  ・次年度上半期会費納入のお願い 
  ・六文銭ゴルフコンペのご案内 

                渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 3 0 88.46％ 
前々回 26 3 1 92.31％ 
山崎芳雄君 今年度の例会もあと 1 回となりました。 

柄澤 堯君 入梅・・うっとうしいですね。 

田中栄一君 次年度山崎様、ご苦労様です。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 宮原 宏一君 
宮澤 広一君 水野 泰雄君 中澤 信敏君 
西澤 尚夫君 西澤 文登君 生川 秀樹君 
斉藤惠理子君 横沢  正君 吉田  穣君 
合原 亮一君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 6/15 例会 23,000 円 

今年度累計 743,003 円 目標達成率 82.56% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング  「上田六文銭 RC の歌」テープ 
□ラッキー賞   

提供者 吉田 穣君 「青森・秋田土産」  

       宮原 宏一君 

 新年度初回例会会長・幹事・理事・委員長方針発表 

～６月２９日デジタル講習会があります。～ 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

7 月 6 日 例 会 予 定 

幹 事 報 告 


