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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　昨日酒井雅憲様のお
父様が逝去なされまし
た。元会員で私たちのク
ラブを導いていただい
たことに深く感謝の意を

添え、ご冥福をお祈り申し上げます。
　両丹日日新聞よりちょっといい話です。
　「雨の中で声かけ、行方不明の女児を保護」
　福知山署が高校生4人に感謝状、姫野署長
から感謝状を受け取る加藤さん、塩見君、西村
さん、小山君（左から）
　京都府福知山市東羽合、京都共栄学園高
校の生徒4人が、行方が分からなくなっていた
4歳女児を保護し、警察へ送り届け、女児は無

佐野　直美
　ソング副委員長

委　員　会　報　告

「奉仕の理想」
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クラブフォーラム

「 会  員  増  強 」
㈱石本石材　代表取締役社長

石  本 　浩　 様

「お墓を通じた世界観」
㈱丸正　代表取締役社長

小  淵 　洋治　 会員

木村明職業奉仕委員長
　3月24日（日）京都で
「職業奉仕講演会」があ
ります。出欠を取ります
ので、よろしくお願いし
ます。
帰山　明朗　会員
　ロータリーの事業では
ありませんが、地域で行
われている「まちづくり
ボランティア活動」という
ことで、ご紹介いたしま

す。「38鯖の日SABAEの日」のチラシを配らせ
ていただきました。鯖江地区まちづくり応援団
の活動であります。「空から佐婆矢落下し敵魁
師に当たった」という逸話があり、この矢が鯖
の尾に似ていたことから、この地を鯖矢と呼ぶ
ようになり、後に鯖矢が訛って鯖江になったと
言われています。3月8日(金)10：00～16：00
に販売しますが、事前予約が必要だそうです。
2月17日と18日の2日間9：00～19：00の間だ
け鯖江公民館で申込みできるという事で、皆さ
んにご興味を持っていただき、鯖のご注文をし
て頂けるとありがたいです。

佐野直美　出席委員長
　現在の所、出席者は
23名で、54.7％となって
おります。

事に家に帰ることができ、福知山署は、生徒た
ちの的確な対応をたたえて感謝状を贈った。 
　女の子を保護した4人は、ともにバスケット
ボール部に所属しており、1月31日午後7時ご
ろ、学校から塾へ行くため一緒に下校していた
加藤さんと塩見君が、東羽合の国道9号沿い
で歩道を歩く女児を見つけた。冷たい雨が降
る夜、女児は雨具も傘もなく、泥だらけの状態
だった。付近に保護者はおらず、不審に思った
加藤さんが「どこ行くの？」と声をかけた。女児
は左手をすりむいていたため、2人は持ってい
たばんそうこう、消毒液、ハンカチで手当てを
し、加藤さんはマフラーを女児の首に巻いた。 
　家がある方向を女児が示したため、そちら
へ歩き始めた。そこへ下校中の西村さんと小
山君の2人が合流。4人で話し合い、JR福知山
駅前の交番へ連れていくことにした。 ちょうど
そのころ、福知山署は女児の祖母から「孫が家
から出て行って、行方が分からない」という通
報を受け、捜索を始めたところだった。 交番へ
送り届けられた女児は、その後、迎えに来た父
親と一緒に、無事家に帰ることができた。 
　感謝状の贈呈式は13日に同署であり、署長
が一人ひとりに感謝状を手渡した。「近年は他
人に関わらない風潮があるなか、心温まる対
応をして頂きました。いち早く保護して頂き、
女児が事件事故に巻き込まれることもありま
せんでした。みなさんのような人がいることは
心強い限りです。本当にありがとうございまし
た」と、4人の優しさ、しっかりした対応を称賛
した。
　まだ子供の虐待は日常茶飯事におき続けて
いることに、心が痛みます。地域で防犯に努め
ましょう
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クラブフォーラム 「 会 員 増 強 について」

堀江　邦旺　会員組織委員長
　クラブアッセンブリーと言うのは、プログラムの
活動とか、会員の教育等で協議をする事です。今
日は、パネルディスカッションで、パネラーとして
会員増強委員長の田村会員さん、情報委員長の

帰山さんにお願いしてあります。
まず、お話を10分程度聞いていただきまして、その後皆さんと自由討論
を行いたいと思います。

田村　康夫　会員増強委員長
　鯖江RCに入会して24年目に入ります。父が45
年お世話になり、親子で20年鯖江RCに在籍し、
幸せだなと思っています。23歳の時、ローターア
クトに入り、26歳で会長をさせていただきました。
その時の会員が25名居りました。歴代のアクトの

中では、1番会員が多かったと思います。27歳の時、地区の代表（4県27
クラブ350名）をさせていただきました。私のステータスとして、ロータリ
ーのバッジは常に身に着けています。
　鯖江RCが一番会員数が多かったのは1988-89で、74名でしたが、今
は45名です。職業分類は、1業種5名になりました。メガネ・漆器・土木・医
者・スナックの人等が少ないです。お金じゃない、時間じゃない、なぜ入っ
てくれないんだろうと、私は非常に疑問に思っていました。
「この人に誘われたから、この人がいるから、この人に会いたいから」義
理も含めて、ここら辺の気持ちが大事だと思います。

帰山　明朗　ロータリー情報委員長
　2650地区の昨年末にまとめられたアンケート
の速報値を基にお話させていただきます。
会員維持のための対策は？（以下抜粋）
①楽しく、活気があり、堅苦しくない雰囲気
②新会員を委員会委員などの役割に抜擢

③新会員オリエンテーションを実施
次年度の会員増強のための取り組みは？
・アクトやJC経験者をターゲットに、7～8名を全員でアタック。
・異業種交流会イベント開催
・当クラブにふさわしい方にスピーチを依頼し、クラブを実感。
・フレンド＆ファミリーDAYに友人、会社スタッフ、家族を招待。
・30代の若い世代にアプローチ。
・入会可能性の方を懇親会に招いた。
・親睦会に来ていただいてクラブの空気に慣れてもらう。
・入会5年未満の会員による増強会議。
・2か月に1回会員増強をテーマに会食会開催。
・「I会員制度」導入予定。（クラブ運営の柔軟性による準会員制）
・会員全員に対し増強及び候補者のリストアップ。
・親睦夜間例会・クラブコンペなどの同好会に候補者を招いて勧誘。
・「パートナー会員制度」入会で、その人と会費は半 と々する制度。

堀江　邦旺　委員長
　楽しいが本当に良いのか疑問です。ロータリー
の規律を理解して緩めるのは良いと思いますが、
私には基本的な想いがあります。
　私が入会した時、インフォメーションをしっかり
受けました。その後「ありがとうございます」と言

われ、何の事かなと思いましたら、その時の経費は新入会員が支払う事
になっていて、支払いました。
　SDGsを市も邁進していくと新聞に載っていました。職を通じてどう活

用するか、どう広げるかが個人的想いです。また、ロータリーの「手続き要
覧」をご覧になってみてください。出席率・除名対象・メーキャップなどの
基本的なことが載っております。
　アクトも現在４名。人数が少なくなったためクラブ補助金を減額したの
は問題だと思います。アクトの運営費は鯖江RCが出費すべきものであり
ます。その一方で、アクトが自らが行おうとする事業費についてはアクト自
身で良く考え工夫し、調達する事がアクト自身の自己研鑽であり、そうした
上で補填し、支えていくことが、鯖江RCの責任であります。
これが鯖江RCの青少年奉仕の基本です。

酒井　芳則　会長
　子ども世代、高齢者に声掛けすると幅が広がる
と思います。
木村　明　会員
　昔は人数が多かった分、辞める人も多かったです。
梅田　吉臣　会員
　メガネは若い人が頑張っています。話はさせてい
ただいています。
園　幸雄　会員
　自分の城を持っている人がロータリーで合流し、
会社・自分の資質を高めて持ち帰り活かすという事
で、会の魅力、会員のイメージアップが大事だと思い
ます。私はロータリーを楽しみながらプラスになり、
創業以来成長しています。
孝久　治宏　会員
　会員が繁栄発展している姿が大事と思います。そ
の姿を見て、会の魅力が上げると、今以上に際立っ
ていくかと思います。
吉田　俊博　会員
　RCは、刺激・人間関係・サロン？齋藤多久馬会員
に勧められて入会しました。頭数だけ増やすのはどう
かと思います。ロータリアンとして推薦したい人に勧
めたいです。
帰山　明朗　ロータリー情報委員長
　地区からの情報で、クラブ運営の柔軟性を、取り入
れたクラブと取り入れなかったクラブが半々でした。
取り入れたクラブでは、例会を減らすのが一番多か

ったですが、新入会員獲得に成果があった所はなく、経費の削減にはつなが
ったという効果があったそうです。

牧野　友美　幹事
　ライオンズとの違いは、4つのテストとロータリー
ソング、職業奉仕です。鯖江クラブは議論が今はあり
ません。議論で気づくものです。皆様方の発言を貰い
たいものです。

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　3月に家庭会合を持つという事ですので、各班
長さんは準備の方をよろしくお願いします。
　再度ご案内です。酒井雅憲さんのお父様が逝
去なされ、明日16日午後6時30分からアスピカ

ホール鯖江にてお通夜です。葬儀は翌日8時30分からです。よろしくお
願いします。


