第４回会長の時間
会員増強月間について
H28.8.04
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1. クラブ会員基
盤の拡大かつ多様化リーダーの育成とクラブの革新性や柔軟
性を育む
2. 会員増強には、まずは元気なクラブづくりが必要。即ち、毎年目標を立て、
それを達成して、クラブと地域社会に貢献していることを実感できるような
それを達成して、クラブと地域社会に貢献していることを実感できるような
元気なクラブ作りを目指す
3. RI 会長が示した数値目標を鑑み、純増 2 人／クラブを達成する
4. 多様な業種及び女性会員の入会を推進
5. 入会候補者向けの説明会を開き、ロータリー会員になるメリットを紹介、さ
らに、ロータリー奉仕活動や懇親会への招待
6. 新会員オリエンテーシヨンや研修セミナーを開き、ロータリーの歴史、奉仕
部門、ロータリー財団等の情報を提供し、ロータリーへの理解を深める
7. 「職業分類」の意義の再認識と見直しに基づく増強活動の推進
8. ロータリー会員が誇りを持つため、新会員に「Proud
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本日は、会員増強についてお話ししました。

