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7月23日（火）第1166回
梅田俊幸副委員長

本田

誠

■ロータリーソング「それでこそロータリー」
■今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー 朝倉邦雄会員
■ビジター紹介 会長 本田 誠
国際ロータリー第2750地区 会員増強委員会 クラブ会
員維持増強小委員会 小委員長 石井義興様ようこそお
越しくださいました。地区内外で会員増強のエキスパート
として活躍されています。本日はご指導の程よろしくお願
いします。
■出席報告 出席委員会
報告内容後記
■ニコニコ報告
メッセージ後記

早川忠男委員長

親睦委員会

河野和正委員長

■会長報告
会長 本田 誠
1.ロータリー米山記念奨学会より、平会員の寄付に対し
感謝状が届きましたので贈呈します。
2.国体の日野市開催三競技会競技会役員の委嘱状が藤
野会員に届きましたので交付します。
●One Point職業奉仕
短期間のみ在籍することが最初から分かっている法人役
員等が、給与の受取額を繰り延べて高額退職金を受け取
る事例について、批判が出ている所から、勤続年数５年
以下の法人役員等の退職金について2分に1課税を廃止
する税制改正がありました。２４年度の「退職所得課税
の見直し」です。所得税は25年分から、住民税は25年1
月1日以後に支払われるべき退職金から適用されていま
す。他の所得と区分して分離課税の退職金は、収入金額
から勤続年数20年までは1年につき40万円勤続年数鵜
２０年超は1年につき70万円の退職所得控除額の1/2が
退職所得により税率が変わるが課税されたが、この2分
の1課税が廃止されました。★詳細は国税庁HPをご覧く
ださい。
■幹事報告
幹事 小髙俊明
1.7/30例会は６時開会です。お間違えのないようにご注
意ください。
2.復興支援補助金の申請を早めにし活用しましょう。
3.八王子北RCの活動報告が届いてます。回覧します。
■委員会報告 藤野益夫会員
日野市国体実行委員会から、空手道・ホッケー・ボクシン
グの開会式・競技日程案内が届いてます。回覧します。日
程を調整して是非お出かけください。

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動客殿

■お客さま紹介
幹事 小髙俊明
水野会員を通し、会員増強委員会の石井様に卓話をお
願いしました。当クラブも増強が課題の柱です。どうぞ
よろしくお願いします。
■「会員維持増強をいかに実現するか」
石井義興様
本日はお招き頂きありがとうございます。
2750地区も毎年100人から減少してお
りましたが、ここ数年下げ止まりの感が
します。会員増強は退会者をいかに減ら
すかだと思います。東京南RCのような
会員の多いクラブが5月末で純増4名です
が、入・退会者が２０数名おられるようです。毎年地
区で370余名入会されますが、同人数ぐらいが退会し
ます。期末の６月に退会者が集中しますがここをいか
に対応するかが増強の課題だと思います。と現状を解
説されて、会員増強は全会員の責務と認識し何人やめる
かは予想がつくと思いますので新会員目標と退会防止
目標をを設定して取り組むことです。また、新会員候補
者のセミナー特別例会を計画するのもよいかと思いま
す。会員維持・増強の勉強会を委員会メンバーを中心に
して8月の増強月間に備えましょうと呼び掛けHPにも詳
しい資料が出ていますので活用ください。ロータリーの
魅力とは何か、RCを親睦団体としてみると誰が会員か
が重要で、入会動機は誰がいるかあの人がいるなら入り
たい、誰々に誘われたから入るということになり、奉仕
団体としては何をみるかも重要で、若い人は奉仕活動に
興味がある人が多く積極的に参加しますが、何をしてい
る団体なのか理解されてない状況ではなかなか入会に
いたりません。年会費・入会金が高いというのも障害に
なっているかも知れません。他クラブの増強事例も真似
してはどうでしょうか。2013年規定審議会でも衛星クラ
ブの創設・家族の世話のため仕事を中断した人を正会員
として認める等決まっています。どんな人に入会しても
らいたいのかもグループにわけて考えてみるべきです。
物故者の配偶者・元ロータリーアン様々です。退会者の
分析も大切です。入ってすぐ止める、そろそろ年だ、10年
目ぐらいで退会も多い事等考え、新会員に対する対応
を間違えるな、1〜3年目までの時期をどうすればよい
か、3〜10年目の対応も必要です。ベテラン会員に各委
員会の委員長をお願いして再度チャレンジしていただく
ことも大切だと思います。前年度サクセス・ジャパンで
地域の枠を越えた増強策が出て今も継続して取り組ま
れています。会員維持は「火の用心」活動です。ふだんか
ら声をかけ休んでいる人にも、どうせこないだろうと思
うのはだめで誘ってください。同好会も大切でクラブの
なければ親クラブ参加するのもよいのではないでしょう
か。共に汗をかく、共に遊ぶ、趣味の会などで接触を強
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めることが防止策に繋がります。何人入り何人やめるか
理由はいろいろあり、自然減少は仕方ありませんので2
人やめるなら3名増やすの目標を立て増強に取り組みま
しょう。
■謝辞・謝礼
会長 本田 誠
当クラブも純増３名を掲げてており本日の卓話を皆で認識して
増強を目指し取り組みます。石井様ありがとうございました。
■閉会点鐘

会長

本田

誠

ニコニコメッセージ
本田 誠さん
石井義興様、
本日は卓話よろしくお願い申し
上げます。
小髙俊明さん
会員維持・増強小委員会委員長石井義興様
本日はよろしくお願い致します。
熊澤僑一郎さん
暑いですね。
藤野益夫さん
石井様お暑い中ようこそいらっしゃいました。
会員増強の真髄をお聞き出来るのではとウキウキし
ています。
星野幸夫さん
石井様ようこそいらっしゃいました。
早川忠男さん
中今週２６
・
２７
・
２８日に落川交流センターで
日野消防少年団のキャンプです。
平 良信さん
お不動様の池の蓮が咲いてとてもきれいで
した。見とれていると川澄貫主とバッタリ
・
・。そんなハ

2013年
■司会

会長

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1166回 28
第1164回

本田

田中和義委員
誠

■会長報告 会長 本田 誠
馬場さん再入会心から歓迎します。クラブの
発展にお力添えください。
1.8/27日野消防署の庁舎が完成し開署式です。渡邉会
員が出席します。
2.国内10地区・国外1地区のクラブによる合同プログラム
「ロータリー希望の風奨学金」（東日本大震災で両親も
しくは片親を亡くした遺児たちに奨学金を支給する。）
の現況報告ありました。関連記事が「友」8月号に載って
います。ご覧ください。
3.水野会員がガバナー・ノミニーとして活動が始まってい
ます。支援しましょう。

本日31,000円

累計172,000円
本年度目標額1,300,000円 達成率13.23％
出席 MU前 MU後 欠席
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※今週のメークアップ

出席率
82.1％
71.4％

黒川さん 中澤さん 水野さん
安西さん 渡邉さん 大塚さん
※先々週の後メークアップ なし

7月30日（火）第1167回

クラブ広報委員会

■開会点鐘

スでは・
・シャレです。
本日（7/23）より日野本町地は盆の入りです。
河野和正さん
１０日おくれの盆入りで忙しくなります。体に気をつけ
ましょう！
梅田俊幸さん
参議院議員も無事終わりありがとうございま
した。
また先週で昨年度決算監査も無事に終了しまし
た。前市長ご安心下さい。
濱田宣郎さん
石井義興地区会員増強・拡大委員会委員長
ようこそいらっしゃいました。私も当クラブ会員増強副
委員長を仰せつかっておりますのでそれなりの努力を
致すつもりでおります。
どうぞ宜しく。
朝倉邦雄さん
ビオトープにまたザリガニが発生しているよ
うです。困りました・
・。

谷さん

夜間例会 於：浜寿司本店

（これまでに経験のないような大雨）、松井選手の引退
式の話題で定刻をオーバーするほど盛り上がり親睦を深
め、水野会員の中締めで散開。
★トピックス★
7/28気象庁は「これまでに経験のしたことのないような
大雨となっている所がある」として最大級の警戒を呼び
かけました。発表は、大雨に対する警報で災害の発生す
る危険が高く、すぐに避難しなければ重大な事故に巻き
込まれることを警告する気象情報です。専門用語は記録
的短時間大雨情報です。

■幹事報告 副幹事
朝倉邦雄
高松RCから、県でイベント行っています。見物を兼ねて
例会に是非ご出席を、と案内が届いてます。
■閉会点鐘

会長

本田

誠

♥懇親会
田中会員の司会挨拶、濱田会員の「ひろみっちゃんお帰
りを待ってました。有力な会員を迎え大変うれしく思っ
てます。水野さんの尽力を称えると共にしっかり支援し
ましょう。」と、歓迎挨拶に続き、 乾杯 の音頭に全員
で唱和して宴会が始まる。馬場会員より。「辞めて3ヶ月
経ちましたが市政も順調のようです。今、スポーツカーを
購入楽しんでいます。これからもどうぞよろしく」と挨拶
がありました、会員から市長職16年間の活躍に労いの言
葉が掛けられ、参議院選、隅田川や各地の花火大会の中
止のニュース、スペインでの列者事故、山口・島根の豪雨

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1167回 28
第1165回

28

本日12,760円

本年度目標額1,300,000円 達成率14.21％

出席 MU前 MU後 欠席
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2
−
5
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※今週のメークアップ 小髙さん
※先々週の後メークアップ なし
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会 長：本田 誠
幹 事：小髙 俊明
副会長：渡邉 良勝

累計184,760円
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黒川さん

FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

