
Id レポート提出日 2021-22年度クラブ役職 LIVE配信視聴
次年度抱負　(自由記入) オンライン研修の感想　(自由記入) リーダーへの質問　(自由記入)

953 2021/5/29 23:18 会員増強・会員維持　担当常任理事視聴できなかった

会員数55名規模のクラブを維持すべく、会員増強と退会防止に

努めます。 

①全会員からの情報に基ずき、目標を達成すべく増強にあたる。 

 

②研修委員会と連携を深め、新会員・入会3年未満の会員のオ

リエンテーションを開催する。 

 

③退会防止について、ロータリークラブの基本である例会出席を見

直し、出席率の低い会員にお声掛けし、出席のお誘いを行い、退

会防止につなげていきます。

大変勉強になりました。多くの資料も大変参考になりました。 特にございません。ありがとうございました。

943 2021/5/20 13:26 会員増強・会員維持 視聴した 会員相互の連携強化と会員増強 分かりづらく、画一的な情報が多かった。 特にありません。

942 2021/5/20 10:36 会員増強・会員維持 視聴できなかった

現在はどのような組織も会員減少に悩んでいるのではないでしょう

か？少子高齢化の影響からの人口減少・コロナ禍の影響による経

済的ダメージなど問題をあげれば多くあると思います。ただ、その様

な状況でもロータリーの使命「職業人と地域のリーダーのネットワー

クを通じて人びとに奉仕し高潔さと奨励し、世界理解・親善・平和

を推進すること」を持って会員増強運動を展開いたします。 

また、当委員会だけではなくクラブ全体で会員増強活動を行ってい

けるような仕組み作りにも取り組んでいきたいと思います。 

会員増強・会員維持の役割の大きさを実感いたしました。 

ただ、入会させるだけでは意味が薄く、メンバー全体の意識喚起に

しなければいけないという想いを形に変えて、しっかりとした計画をぶ

れない計画をしていこうと思いました。

会のルールはルール。人として個々のルールもあります。人のルール

を無視してまで会のルールを優先しないようにして頂きたいと思いま

す。また、先輩や新人であっても個々の行動を評価してあげてほし

いです。常にプラスになるよう尽力していきいます。

899 2021/5/9 17:12 会員増強・会員維持 視聴した

ロータリーはクラブが基本であるという原点に返り、地域での交流の

中で増強を図りたい。

自由な時間での参加が可能であるが、一方通行でなく顔を合わせ

ての会合の必要性を感じた。 

これを機に、セレモニーの簡素省略は必要である。

875 2021/5/8 17:44 会員増強・会員維持 視聴した 一人でも多くの会員の増強を希望します。 疲れました。 特にありません。



869 2021/5/8 15:43 会員増強・会員維持 視聴した

・次年度が目標として掲げているクラブ細則変更のサポート 

①会員候補者へのアプローチ 

②既存会員の退会防止 

・クラブ雰囲気改善 

①出席率が高い会員と低い会員の二極化脱却 

②いろいろな意味で透明性の向上

私は、過去幹事エレクトとして対面での地区協議会に参加、２年

後会長エレクトとしてオンライン地区協議会に参加、そして今年会

員増強委員エレクトとしてオンライン地区協議会に参加しました。

私が思う対面及びオンラインのメリット＆デメリット、また今後のオン

ライン研修についてお伝えします。

～対面地区協議会のメリット～

幹事エレクトの際に参加した地区協議会は、他クラブの運営スタイ

ルやぶっちゃけた話などが聞けて、大変勉強になりました。またその

場で交流も深まり人脈形成になった大変良い機会でした。

～対面地区協議会のデメリット～

一日時間を費やし、また移動に負担がかかる。

～オンライン地区協議会のメリット～

対面よりも資料や動画をより真剣に見る。自分の時間に受講出

来る。服装に気を遣うことがない。

～オンライン地区協議会のデメリット～

気を抜くと、資料や動画を飛ばしてしまい、研修内容が頭に入って

いない。一人でパソコンを前にして研修するので、他クラブの生の声

がほしくなる。

将来のオンライン地区協議会について

ズームを使用して、他クラブの生の声を聞きたいです。例えば、部門

ごとに議題を決めて、参加会員一人一人に意見を聞き、情報共

有の場にして頂けると有意義な機会になると思います。対面よりも

オンラインの方が意外と意見が出やすいと思います。

オンライン研修の感想を参照ください。

858 2021/5/8 9:13 会員増強・会員維持 視聴した クラブ活性化のため「一人が一人を」をの意識高揚に務めます。 特にありません。
845 2021/5/7 18:45 会員増強・会員維持 視聴した

837 2021/5/7 14:32 会員増強・会員維持 視聴した

会員維持にも心配りしたい課題です、そして新会員の方々は異業

種の方の発掘に努めたいです。新たなクラブ内の話題が増え新会

員の方が居心地よいクラブになるように思っております。

832 2021/5/7 10:01 会員増強・会員維持 視聴した

一度、送信をしましたが、再度お送りします。 

　相模原橋本RCは、現在58名の会員です。本年度に女性を2

名増強し、次年度は60名スタートとして、会員増強・維持委員長

として、取り組んで参ります。 

　しかしながら、年度末での退会者が出ることも想定をしながら、会

員維持への行動と、会員増強を並行して進めていくことを心掛けて

活動をして参ります。 

　また、女性会員比率を15％以上となる為のも、努力が必要と思

いますので、会員全体で考えながら、楽しく活動ができる団体とな

るよう、頑張ってまいります。

全体会議は、生配信を視聴致しました。 

チャットでもあったように、映像が見づらく、1カメラでの設えは、検討

してみては如何かとおもいました。 

新型コロナ感染者が高止まりで、減少傾向も先々どうなるか見えま

せんが、2780地区として、21-22年度もコロナ過は続くと思います

し、ワクチンも年内に接種できるかどうかも、確実にできるかははたし

てどうかと思うので、どのような活動を地区として考えていますか？

826 2021/5/7 0:32 会員増強・会員維持 視聴できなかった 会員の皆さまのご協力を得ながら、女性拡大に力を注いで参ります！

804 2021/5/6 16:15 会員増強・会員維持 視聴した

若い世代（40歳代）女性も含め、一人でも多くの会員増強に

努めたいと思います。 

これからの研修、また地区大会についてもオンラインで行うことは大

いに結構だと思います。 

 

779 2021/5/6 8:38 会員増強・会員維持 視聴した



773 2021/5/5 20:18 会員増強・職業分類委員会委員長 視聴できなかった
増強、維持に関し、クラブ内の若手、中堅、ベテランの生の声を聴いて活

かしていきたいと思います。

資料よくまとまっており、参考となります。 

765 2021/5/5 15:19 会員増強・会員維持 視聴した

コロナ禍を契機に縮小する傾向のものと、拡大する傾向の物を感

じます。縮小は経済力であり、拡大は人とのつながりの再構築で

す。 

ロータリークラブはこの相反する二つの物に強く関わっています。 

会員の互助精神で縮小を食い止め、コミュニケーション精神の高さ

で拡大に繋げられる様にしたいと思います。

コロナ禍においては良い方法だったと思います。また時間的な拘束

時間も少なく済み助かりました。コロナ後もオンラインをうまく取り入

れて頂けたらありがたいです。

746 2021/5/5 6:49 会員増強・会員維持 視聴した

脱退者がでないようクラブ活動を充実させ、一人でも加入者増や

すことが必要である。

良かった。

745 2021/5/5 6:35 会員増強・会員維持 視聴した

731 2021/5/3 16:07 会員増強・会員維持 視聴した クラブ内にその重要性を認識してもらうよう、呼びかけをしたい。

718 2021/5/3 6:48 会員増強・会員維持委員長 視聴した

コロナ過の中、いまだ終息が見えておらず会員増強維持が大変厳

しい状況となっております。次年度は主に会員維持に力を入れてい

きたいと考えております。

次年度に向け、会員増強維持に大変参考になり、クラブ内で工

夫をして 

1人でも入会者を確保できるように頑張って行きたいと思いました。

グループの特性と地域性もあり、会員増強は大変厳しい状況で

す。 

地域内での増強が出来ず困っております。 

会員数が少ないクラブは人数の多いクラブに比べても委員長を掛

け持ちしなければならないので、専念できないのが実情です。

680 2021/4/30 20:29 会員増強・会員維持 視聴した

次年度に創立５周年を迎える当クラブは、幼児期から青年期への

転換期となる時期になります。 

そこで会員増強に力を入れ、10周年に向けて更に活性化していく

クラブとなるよう進もうとしています。 

この大切な時期に、会員増強委員会委員長に抜擢された重責に

負けないよう頑張って行きたいと思っています。

My　ROTARY　ラーニングセンターでの研修初めて受けました。 

こういう機会でもなければ、なかなかラーニングセンターにも来なかっ

たかも知れません。 

こんなにも参考になる学習場所があるとは、気にもしていませんでし

た。 

今後は、他の委員会の勉強もしてみようと思います。 

コロナのおかげで良い勉強法が見つかりました。

次年度、宜しくお願いします。

675 2021/4/30 16:24 会員増強・会員維持 視聴した

コロナがいつ終息するか分かりませんが、一人でも多くの仲間を勧

誘して増強につなげる。

オンラインだと独特な雰囲気を味わうことが出来ないのがもったいな

いですね。

コロナ禍の中、仕事について順調な人もいれば、そうでない人もいる

ので仲間を増やすことも大事だが、辞めさせないようにするのも大事

かと思いました。柔軟な対応が必要なんだとしみじみ感じます。ご指

導の程よろしくお願い致します。

674 2021/4/30 16:24 会員増強・会員維持 視聴した

コロナがいつ終息するか分かりませんが、一人でも多くの仲間を勧

誘して増強につなげる。

オンラインだと独特な雰囲気を味わうことが出来ないのがもったいな

いですね。

コロナ禍の中、仕事について順調な人もいれば、そうでない人もいる

ので仲間を増やすことも大事だが、辞めさせないようにするのも大事

かと思いました。柔軟な対応が必要なんだとしみじみ感じます。ご指

導の程よろしくお願い致します。

666 2021/4/30 11:36 会員増強・会員維持 視聴できなかった

655 2021/4/29 23:13 会員増強・会員維持 未回答

次年度は公共イメージ委員会と会員増強維持委員会を併せ担

当することになりました。先に公共イメージ委員会のオンライン研修

を済ませておりましたので、両者が極めて密な関連性があると認識

しました。奉仕活動ー公共イメージの向上ー会員増強/維持の流

れを明確にクラブメンバーに話し、Each One, Bring Oneの実行

を訴えて行きたいと考えます。

地区会員増強維持委員会が準備された地区研修協議会補足

資料の情報，マイロータリーのラーニングセンターの「クラブ会員増

強委員会」の情報とも分かり易く内容が充実しており、次年度委

員会活動の企画／実行計画作成に大変参考になると思います。



640 2021/4/29 13:51 会員増強・会員維持委員長 視聴した

生活様式のパラダイムシフトが起こるかもしれないので、現会員の

ニーズを汲み取りながら、新しい例会のあり方や会員の関わり方、

総合的な会の運営を考えていきたいと思っています。

覚悟していたとはいえ、長い。クラブとして求める資質への範囲を超

えていると思います。会長は会長の仕事、幹事は幹事の仕事、会

員増強委員長は会員増強委員長しての仕事があると思います。

国際ロータリーへの理解も大事ですが、国際的な事や地区の考え

方は会長幹事、会員増強委員長は地元への取り組みに重点を

置き、それぞれが多様な意見をぶつけ合うのがいいと思います。

昨年始まったオンライン研修、AGとして各クラブに様々な形で見て

頂くように御願いしましたが、結果は中途半端だった気がします。 

個人任せでは理解が進まないと思うので、オンラインで的を絞って

やった方がいいと思いました。 

各クラブ、なかなか例会が開けない中、次年度大変だとは思います

が、頑張ってください。

585 2021/4/27 14:53 会員増強・会員維持 視聴した ラーニングセンターの受講時間が少し長く感じた

579 2021/4/27 10:58 会員増強・会員維持 未回答

578 2021/4/27 10:56 会員増強・会員維持 視聴した

新型コロナによる会員減少を出来るだけ抑え、新入会員の増強へ

クラブ全体で取り組める個々の意識改革を目指していけるよう取り

組んで参ります。

全体会議は生配信で参加しました。 

チャットでもありましたが、PPの文字が見えずらかったのが残念でし

た。録画でもよいので、音声や画像を見やすくするのが望ましいとお

もいました。

特になし。

564 2021/4/26 17:40 会員増強・会員維持 視聴した

２０２０－２１年度は例会開催がままならない中、現会長・幹

事が積極的にZoomを活用し、例会とZoomによるハイブリット例

会を開催。毎回、約９０％以上の出席率を維持出来たかと思い

ます。やはり、対面で会話ができれば自然と親睦も深まりますが、こ

れが叶わない昨今ではZoomでも最低限のつながりは保てるので

はないかと思いました。お互いに声掛けをして継続する事が大切で

はないかと思います。結果、本年度も一人も減ることがなく現状維

持が出来ました。 

次年度も、引き続き”維持”を中心に会員同士の親睦の中から新

会員候補を収集してオープン例会や例会見学会などを開催また

同好会など機会があるごとにお招きしクラブの魅力を理解して頂い

て勧誘したいと思います。

今までに何度か地区研修・協議会へ参加したことがありますが私に

とっては、およそ丸一日掛かる事が負担でした。今回の全体会議

はどこにいても視聴ができ、時間を有意義に使う事が出来き、聞き

逃したか所についてはホームページから再度確認する事が出来て

大変良かったと思います。 

一つのところに集まって生の声を聴き次年度に向けて一体感を味

わうのも大切なことかと思いますが、当クラブのハイブリット例会のよ

うに会場とLIVE配信を同時に行えば参加者や視聴者も増えて一

人でも多くの方に思いを伝えることが出来るのではないでしょうか。

545 2021/4/26 9:58 会員増強・会員維持 視聴した

新しい出会いの場が無く、昨年度は増強活動は全くできない状況

でした。クラブ例会、卓話にて例会場に招待をできるような活動も

今後は取り入れていきたいとイメージしています。

昨年度も同委員会にて受講しておりますが、ポイントがわかるので

増強委員会だけでなく、各委員会ともＷＥＢラーニングが最適と

思われます。

解決策はみあたりませんが、同市内の他クラブと勧誘する人物が重

なる傾向が多い為、ロータリークラブに入会して頂けるのであれば良

いとは思いますが、退会する人の理由の多くに例会開催曜日と時

間が影響しているように思われます。勧誘をする上で、御本人の

ニーズが昼例会、夜間例会、例会開催曜日によって極力、要望

に合うクラブを選択できる権利があった方が良いのではと思います。

例えば、入会後に他クラブへの移籍も可能とする等もあってよいの

か等。

544 2021/4/26 9:15 会員増強・会員維持委員会委員長 視聴した
次年度創立６０周年を迎えるにあたり、創立以来最高の７６名を目

指します。

メディアとの連携や戦略計画立案、現状の分析の必要性等大変勉強に

なりました。

538 2021/4/25 22:24 会員増強・会員維持 視聴した

会員の増強に努める。特に、女性会員を増強する。 ラーニングの道筋がとにかくわかりにくい。 

「戻る」ボタンがいくつかあって、違うところに戻ってしまう。 

連続して、e-ラーニングを進められない。いちいちメインメニューに戻

らないといけない。 

なし



534 2021/4/25 20:35 会員増強・会員維持 視聴した

　我がクラブは、この数年で会員歴の浅い会員が、多数退会したた

め、40名がクラブの適正人数としてきましたが、30名を割ってしまっ

ているのが、現状です。ここで、頑張らなければ、40名に戻る事は

出来ないのではないかと考えております。そこで、会長、幹事、エレ

クトとプロジェクトチームを、発足し決して単年ではなく2年3年と継

続性を持った増強のプランを行います。

　説明している事は、教科書なのでしょうが、実際にクラブの活動の

実態との違いがあると思います。実際の活動は、デジタルの部分よ

り、アナログにて行われている事が、ほとんどだと思います。

　会員増強に関しては、あらゆる事をやり切った感があります。 

地道に、増強活動を行う事が、一番大事だという事は、クラブのメ

ンバーも分かっておるのですが、更なるアイデアが浮かばないのが、

現状です。 

特に第5Gha,クラブ数も多く、なかなか成果も上がらないのが、現

状です。今後の増強活動、どのようにお考えでしょうか？

533 2021/4/25 18:02 会員増強・会員維持 視聴した

クラブでの会員増強の重要性を認識し委員長として役割に取り組

んで行く。

他の地区の皆さんと交流が出来ないのは残念だが、こういう形で

あっても地区研修・協議会は実行した方が良い。

質問は特にありません。 

ガバナー、ガバナー補佐又携わった皆様お疲れ様です。 

ありがとうございました。

481 2021/4/24 10:02 会員増強・会員維持 視聴した 40代の会員増強に力を入れます。

479 2021/4/24 9:13 会員増強・会員維持 視聴した

今の社会情勢を考えると会員増強より維持活動に力を入れていき

たいです。 

このような状況だからこそ地面にしっかり根をはらせてクラブの力を蓄

えたいです。 

色々大変な時にYouTube配信での全体会議を開催して頂き有

り難うございました。とても良かったと思います。 

特にありません。


