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京都部ＥＭＣニュースレター
★ＥＭＣ事業主査 主題★
クラブ生命の無限性～魅力のあるクラブを作ろう！
－京都部６００名にむけて、プラス１０％の会員増強を目指そう－
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EMC 委員長をつとめて

京都 zero クラブ 西村寛子さん

－今号のニュースレターは、ゼロクラブさんの４月号のクラブブリテンからＥＭＣ委員長の
西村寛子（よしこ）さんの記事を全文転載させていただきます。
クラブの現場で EMC 委員長として活動されている中で語られる言葉の一つ一つが

• 京都部会員数
５１３名
• こんにちは！
• 編集後記

とても活き活きとして、本質を得ているのではないかと感じたからです－（山口）
今期、佐古田会長より何とか 5 名の増員をと仰せつかった。クラブとしても 10 周年を迎える
次年度までに 30 名は何とか確保したいところ。会長意向を実現するべく取り組んできた。
歴代のＥ Ｍ Ｃ 委員長も色々な努力を続けてこられたが、今期はＥ Ｍ Ｃ １ ０ ０ 人例会を企画し
メンバーの方々に新メンバー獲得の意識を持って多くの友人知人に声掛けをお願いした。
おかげで１ ２ ０ 名もの参加を得て、結果新入会員獲得につなげることができた。感謝である。
新メンバーには、やはりクラブの活動を十分に理解していただき、入会後はクラブの活動に
積極的に関わって頂いてこそのメンバーだと考え、入会前のオリエンテーションの充実と、入会
後のフォローをしっかり行うという点に留意してきた。先に述べたように、オリエンテーションで
お話をしたとはいえ、やはり入会後にどれだけ活動に参加し、実践的にクラブについて理解して
いただけるかが大切で、その点スポンサーの方の役割が大きいと考える。馴染みの薄いメンバ
ーだけのミーティングやアクトには新人は参加しにくいと思う。やはりスポンサーがしっかりフォロ
ーすることが大切だと思うのだが、そのためには現在のメンバーこそがしっかりクラブの活動に
積極的に参加することが大事だと思う。

編集

クラブの活動の充実があって、初めて新会員の獲得につながるのであって、人を入れれば

京都部ＥＭＣ主査
京都キャピタルクラブ
山口雅也
連絡先
〒６００－８８１４
京都市下京区中堂寺
庄ノ内町４５－９
e-mail
fwnc9257@mb.infoweb.ne.jp

いいというものではない。現在のメンバーも皆さん多忙ではあると思うが、年間予定や、書記から
配信される直近の予定などを確認し、活動予定をスケジューリングして活動に参加する努力が
あってこそ、より良いクラブの活動が生まれると考える。充実したクラブでの自身の活動があれば
人を自然にお誘いできると思う。
前期後半から今期にかけて７ 名もの新入会員を迎えることが出来たことは本当に嬉しい事で
あり、その中でも新入会員が新たにスポンサーになって新入会員を招いて下さったことは何より
嬉しい事だ。こうしたウエーブが続けば、１ ０ 周年記念例会は４０ 名の会員で迎えたいとの次期
会長の夢も夢ではなくなるのではと思える。
メンバーの皆さん、充実したクラブライフが送れるよう、互いにフォローしながらワイズを楽しみ
ましょう。ゼロクラブの活動が、誰かが何とかしてくれるアクトではなく、参加して楽しむアクトにな
るようにみんなでしていけたらいいなと思う今日この頃である。

＜お便りお待ちしてます＞
このニュースレター

トップスクラブ EMC 旅行

京都トップスクラブ事業実施報告書より

平成３１年２月２日～３日 伊勢神宮 松坂方面

は、ＥＭＣ事業報告書
や、会員異動報告書、ク
ラブブリテンなどを元に、
不定期に発行していま

メンバーや、その家族の親睦を目的に、１泊２日で EMC 旅行を開催いたしまし
た。参加人数は、メネット、コメットを含めて２０名で、貸切バスにて、京都駅八条口
を出発して、二見ヶ浦から伊勢神宮を参拝して、松坂牛の網焼きコースを堪能しま
した。参加メンバー全員に喜んでいただき、楽しい２日間の旅行でした。

す。主査への報告書や、
お便りをお待ちしていま

京都部会員数５１３名

期首より＋１４名

期首＋１０％の増強を！

すね！

各クラブのウェブサイト
の閲覧は、京都部のサ
イトのリンク集がとって
も便利 (^-^)/~

今期４９９名でスタートした京都部です
が、２月３月に４名の新しい仲間を迎えるこ
とが出来ました。２月に１名退会があり、３
月末の時点で京都部の会員数は、５１３名
となりました。
・期首会員数と３月現在の会員数
京都

29 名 29 名

±0

パレス

64 名 63 名

-1

ウエスト

36 名 36 名

±0

めいぷる

24 名 25 名

＋1

キャピタル 33 名 35 名

＋2

プリンス

±0

京都部公式ウェブサイト

http://ys-kyotobu.jp/

16 名 16 名

センチュリー 8 名 9 名

こんにちは！

＋1

ウィング

45 名 46 名 ＋1

洛中

18 名 18 名 ±0

エイブル

14 名 16 名 ＋2

みやび

10 名 10 名 ±0

グローバル

45 名 51 名 ＋6

トップス

49 名 51 名 ＋2

トゥービー

33 名 33 名 ±0

東稜

14 名 16 名 ＋2

ウェル
ＺＥＲＯ

8名

8 名 ±0

25 名 27 名 ＋2

フロンティア 28 名 24 名 -4
（京都・北京都を略 敬称略）

ご入会されたメンバー

２月３月に入会されたメンバーです。
京都エイブルクラブ

入会 今川 みやさん

スポンサー 上澤 正廣さん

京都グローバルクラブ

入会 勝賀野 雅英さん スポンサー 吉山 裕基さん

京都グローバルクラブ

入会 宮内 通誠さん

スポンサー 吉山 裕基さん

京都トゥービークラブ

入会 佐藤 大英さん

スポンサー 宮田 雄輔さん

編集後記
３月は展示会や出張、会
社の模様替えや新しい仲間
の入社など、とても多忙な
一ヶ月間でした。その中で
も、CATT 合同例会や、ウェ
ルクラブ・プリンスクラブ合
同例会で入会式に立会うこ
とが出来たのは嬉しい出来
事でした。今期は主査として

京都部の各クラブに訪問さ
せていただき、また事業報
告書やブリテンを拝読し、ワ
イズの新たな一面を経験し
た年となりました。改めて各
クラブの会長さま、EMC 委
員長さま、レターを読んでい
ただいた方々に御礼を申し
上げます。「ありがとうござ

います！」 このレターも６
号を以って、打ち止めとさせ
ていただきたいと思います。
気ままな編集にお付き合い
ありがとうございます。しか
し、まだまだ今期は続きま
す。最後までどうぞ宜しくお
願いいたします。 （山口）

