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第 2126 回例会　2022 年８月４日（木）　雨・曇り　司会　遠田会員

　国歌　「君が代」　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：24 名（21 名）中 15 名　71.43％

　欠席：鈴木（隆）・行方・長野・松本・斉藤（英）・平山（相澤・織戸・鯨井）各会員

中村会長

　ロータリー会員増強について

　８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。

　何故、ロータリーは拡大しなければならないのでしょうか。

　今回はロータリー会員増強について調べてみました。
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　ロータリーは、当初、会員の親睦と相互扶助を目的として始まりましたが、１年半位経った頃、ドナルド・

カーターは『親睦と相互扶助だけを考えて、世のため人のためのことを考えないクラブは、永続牲がない。

そのようなエゴイズムのクラブには入会しない』と言って入会を断りました。

　この事が契機となり、シカゴクラブは世のため人のための事も考えるクラブに変わっていったのです。世

のため人のため、即ち奉仕を考えるクラブであれば、それはシカゴだけにあるべき筋合いのものではなく、

全米の地域社会にあってしかるべきだというのでロータリーの拡大が始まったそうです。

　したがって、ロータリー拡大の路線は、ドナルド・カーターによって敷かれたと言ってもよいのでありま

す。これがロータリーの拡大の理由です。

　1908 年以降、サンフランシスコはじめオークランド、シアトル、ニューヨーク、ボストンとクラブが作

られて行き、1910 年には、全米に 16 のクラブが出来上っていました。ただ、クラブを作る作業は、クラブ

にとって大変な負担となり、クラブの親睦を崩しましたので、全米にクラブを作っていく作業は、クラブと

は別枠の団体を作って、その団体に任せた方がよいということになり、1910 年、当時、すでに全米に存在

していた 16 のクラブをもって全米ロータリークラブ連合会（現在の国際口ータリー、即ち RI）を創立し、

それにロータリーの拡大の仕事を任せたのであります。

　このようにしてロータリーの拡大は、RI の仕事の一つになりました。

　ところで、RI は、ロータリー 100 周年の 2005 年までに 150 万人のロータリアンと言う増強目標を承認す

る件（01 － 658）を提案し採択されました。ロータリーの拡大は、国際大会の決議によって RI にゆだねら

れた仕事でありますから、会員を増やすことは RI の職責上当然のことではありますが、一方、会員数の増

加はロータリアンの質の低下を招かないか、したがって、ロータリーの魅力が失われないか、等々色々と問

題があります。

　本来、限定会員制の下では、限定の粋が厳しいほど魅力が増すものであります。

　しかし、限定の粋が厳しすぎると、会員の増強・ロータリーの拡大を計ることが出来ません。

　したがって、その調和を計ることが必要であります。

　従来から、これ以上会員を増強しロータリーを拡大すると会員の質が低下するという意見があります。

　しかし、これは、今居る会員だけがが良質なことを前提とした議論であります。

　良質な会員は、今居る会員以外にも沢山居るのでありますから、会員増強、ロータリーの拡大は計るべき

であります。ただ、ロータリーの魅力を担保するために良質な人を選ぶべきであります。

　拡大の方法としては、従来存在しなかった新しい職種にも良質な人が居ます。更に、女性にも良質な人が

居ます。

　これらは、新たな拡大の分野として考慮すべきであろうと思います。良質なものは、まだまだ存在します。

したがって、拡大は止めるべきではありません。しかし、質の低下を招くような会員増強・ロータリーの拡

大は、ロータリーの魅力を維持するために厳に慎むべきものであります。



　昨今ロータリークラブに限らず、各種団体の会員増強は難しくなってきています。

　当クラブでは、会員の親睦と相互扶助、世のため人のため、即ち奉仕を考え実行していれば賛同者が現れ

るのではと思います。

　みなさんも周囲の友人知人にお声がけ（お誘い）する事を継続して行きましょう。

水庫幹事

１． ８月のロータリーレートは１ドル＝ 133 円です。

２．先週お知らせしました８月 20 日（土）開催の地区奉仕プロジェクトセミナーですがコロナの感染者増大

を受けましてハイブリッド（Zoom 使用）開催に変更になりました。

３． 三委員会合同セミナー開催のお知らせ

　　日時：2022 年 10 月１日（土）　　14：00 点鐘　　16：00 閉会予定

　　場所：TKP ガーデンシティ千葉

　　参加対象：会長・幹事・職業奉仕委員・ロータリー情報委員・その他希望者（各クラブ最大３名まで）

４．2022 － 23 年度地区補助金プロジェクトにおきまして、第 2790 地区・地区補助金がロータリー財団によ

り承認されました。今後ロータリー財団から地区に送金された後に、各クラブへ送金されます。

５．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）より臨時 DL 養成コース開催のご案内。

　　RLI パートⅠ・Ⅱ・Ⅲの全セッション修了者が対象 → 当クラブは該当者なし

６．ロータリーの友事務所よりお知らせ

　　コロナの変異型発生状況を勘案し、８月末まで時差出勤と在宅勤務を併用します。

理事会報告（８月定例）

１．8 月 18 日・25 日の例会開催について

　　※コロナの感染拡大を鑑みて休会とする事で承認

２．ガバナー公式訪問プログラムについて　確認

　　日時：９月８日（木）　　場所：クロス・ウエーブ船橋

　　　　　14：00 ～ 14：45　ガバナー補佐、会長・幹事懇談会（次期会長・幹事出席可）

　　　　　14：45 ～ 15：00　写真撮影・休憩

　　　　　15：00 ～ 15：30　例会（ガバナーの卓話 20 ～ 25 分）

　　　　　15：30 ～ 16：15　クラブ協議会（全員参加を希望）

　　※当日の食事はありません

　　※写真撮影の時間を 15：30 に変更できるか青木写真館に確認する

　　※プログラムについては承認

３．9 月 22 日（木）夜間例会について

　　※コロナ感染拡大が懸念されるので昼間の通常例会とする

４．市立船橋高校スポーツ振興募金の依頼について

　　※承認　青少年奉仕委員会の予算より３万円募金する

幹 事 報 告



「その他」

１．ガバナー補佐より　報告事項

　・10 月 23 日（日）成田空港各所にて世界ポリオデー啓蒙活動を行う。

　　空港内モニターへロータリーが取り組むポリオ撲滅活動を表示＆広場で高校生吹奏楽の演奏。

　　地区内クラブの参加を要請します。

　・地区大会、物産展出店について（別紙資料）

　・ロータリー合同情報研修会開催について（第２、３、４の各グループ）

　　　地区研修委員会（プログラムを調整中）

　　　会場：アパホテル東京ベイ幕張ホール

　　　日時：11 月 18 日（金）　13 時 30 分～

　　　各クラブ　10,000 円、参加者一名 3,000 円負担

　　　地区研修委員会と調整中

　・IM の開催と会場　　　  2023 年２月 16 日（木）、フローラ船橋（旧グランドホテル）　全員登録

　・第２Ｇ親睦ゴルフ大会　４月 10 日（月）総武カントリー総武コース

◎各委員会報告

　・ガバナー補佐報告

　・雑誌会報委員会

「ロータリーの友　８月号みどころ」

雑誌会報委員長　行方　良宏　

　８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。

　１：Ｐ４～Ｐ５　国際ロータリークラブ（RI）会長　ジェニファー・ジョーンズ

　　　「全ては招請することから始まる」

　　　ご存じの通り「招請」とは頼んできてもらう・招き迎える事です。現在ロータリーの一員である多く

の人が共通する入会理由は招請されたからです。私たち一人一人が想像力を解き放ち、あらゆる可能性

を広げ、誰かを招待する事が将来の地域リーダーを見つけることに繋がる。

　　　また、例会やイベントを本音で話せるオープンな場にし、会員が自分は歓迎されていると思える、居

心地のいい場所にしていく事の重要性も訴えています。

　２：Ｐ７～Ｐ 14　会員増強・新クラブ結成推進月間特集

　　　「多様性のあるクラブづくりへ・女性会員を増強しよう」をテーマに書かれておりますが、女性会員の

心の内を聞けば会員増強・維持につながる手掛かりがあるのでは・・

　　①　出席してためになる例会運営ができ、ロータリーの異業種交流の価値が分かれば誰も退会しませ

ん。義務や慣習を見直してみては・・

　　②　女性の会員候補生はたくさんいるので、単に女性に選んでもらえていない団体という事。魅力ある

人や尊敬できる人・興味を引く活動であれば男女関係なく入会しやすいなど、厳しい意見が寄せられ

ている中、子育て世代や忙しい人の為のリモートでの参加を可能にすることにより、現在のコロナ禍や出張



などで参加できない方の出席アップや転勤などを理由とした会員減にもつながるとの意見がありました。

　　→最後に第 2710 地区ガバナー　杉山　聡　様より

　　　「日本は特に女性会員の割合が遅れているので、今後はより一層積極的に女性職業人にも声がけをして

いきましょう」と訴えております。

　３：Ｐ 14 ～Ｐ 17　３年ぶりにヒューストンで開かれた国際大会

　　　参加した方のコメントを読んでいるだけで、ワクワクし興奮が伝わってきますので是非読んでみてく

ださい

　４：Ｐ 28 ～Ｐ 29　基盤を広げる上で多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）はなぜ重要か

　　　「異なる多くの視点を持った参加者がいることで多くのインパクトをもたらす事が出来る。ただ例会

や行事に招くだけでは十分でなく、企画や意思決定に関わってもらいその貢献の価値を認めることが大

事。」と又実生活や普段の職務にも役立つ事をロータリーから学ばせていただきました。

〇８月三つのお祝い 

　・会員誕生：織戸・水庫・鯨井・大家　各会員

　・配偶者　：三須寿美枝様・草野真由美様

　・結婚記念：山﨑会員

　　　　本日の卓話　　　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　　　　　　水庫、山崎、三須　各会員

・誕生日祝いを頂きありがとうございました。先日年金手続の書類が届きました。 大家　浩明

・お誕生日のお祝いを頂きまして、ありがとうございます。何歳か、と聞かれるのが恥ずかしい年齢になっ

てしまいました。 水庫　直子

・猛暑の夏、８月生まれの元気な妻の誕生日のお祝いありがとうございます。 草野　宏隆

・結婚記念日の祝いをいただきありがとうございます。26 年になりました。 山﨑　新一

・女房の誕プレをいただき誠にありがとうございます。今年は家族３人プラス、トイプー１匹と湯河原に旅

行へ行きます。 三須　榮光

・大原会員の幅広い活躍にお喜び申し上げます。 斉藤　　守

・大原社長、創業社長のことば日本都市続行おめでとう。私も社外監査役として財務関係で応援しています。

 岡田　敏男

・猛暑に雷雨、コロナと大変ですが、お身体を大事にしましょう。しばし休会ですが、再会を楽しみにして

います。 鈴木　恭浩



・８／ 18、８／ 25 の例会は新型コロナ感染拡大を勘案し休会します。皆様、お体ご自愛ください。そんな

状況ですが一緒に会員増強がんばりましょう。 中村　和一

・先週７月 30 日（土）梶原年度の監査委員長として無事終了しました。本年から監査報告書の押印省略し、

財産目録を作成しました。 岡田　敏男

・三須会員 SAA お手伝い有難うございました。 遠田　　毅

・所用のため早退します。申し訳ありません。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ８月４日　32,000 円 累計　117,000 円

８月11日（木）　お盆休み休会 （定款により）

　　18日（木）　休会 （コロナ感染拡大による）

　　25日（木）　休会 （　　　　〃　　　　　）

週報今週の担当　　　水　庫

８ 月 の プ ロ グ ラ ム


