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第3748回例会

令和４年８月17日

「グレート・リセット 未来へ！」 会

方針

2022−23年度国際ロータリーのテーマ

■会長報告

竹川 博之 会長
コロナの感染拡大が、
再燃し、
例会の運営のあり
方につき、
種々検討を重ねておりますが、
本年度初
めての夜間例会でかつ、
外部講師でもあり、
スクー
ル型式の弁当持ち帰りでの開催となりました。
感
染に十分留意して、
進めてまいりたいと思います。
今月は会員増強月間という事で会員増強委員会の石山委員長の
方でRI2500地区会員増強委員長の釧路RC邵さんをお呼びしてお
ります。
各種の資料に基づく、
気合の込もったお話を頂けると思い
ます。
さて、1点会長報告させて頂きます。10月14日に開催される西
RCの50周年事業についての登録料の負担の件についてです。
昨年
度は理事会にて、
クラブ負担としておりましたが、
本年度は、
理事会
及び会長の判断として、
メンバーの個人負担でお願いしたいと考え
ております。
帯広クラブとしては過去、
他クラブのお祝い行事についてはメン
バーの個人負担としてきた経緯があります。
コロナの感染拡大によ
り活動が抑制され、
余剰金があるからとクラブ予算から支出するの
は場当り的な感が否めません。
皆さんからお預りしている年会費は
原則としてはRCの各種の奉仕活動へ財源充当すべきと考えます。
但し、
現在の年会費210千円は正直高いと思っています。
値上げ
した時には、
それなりの事情があったと思いますが出来れば
値下げが必要と考えています。
この点についても、
中長期ビジョン
委員会でのご検討をお願い致したく考えております。
以上で会長報告を終わります。
■プログラム
（会員増強委員会）
「柔軟なイマジンと行動がクラブ存続の第一歩」
ソ
ヨンジン
RI第2500地区会員増強委員長 邵 龍珍 様
皆さん、
お疲れ様で御座います。
今年度2500地区、
会員増強委員
長を務めさせて頂いております、
釧路RCの邵龍珍
です。
本日は、
お招き頂き、
大変光栄に思っており
ます。
会員増強・維持、
これは我々ロータリーにとって
クラブ存続の永遠の課題だと思います。
何故なの
か？答えは簡単明瞭です。
年々、
世界的にロータリー会員数が減少
しているからだと、
皆さんもご存じかと思います。
そこで世界のロー
タリーの会員現況を見てみたいと思います。
＜世界の会員現況＞
2022年7月3日現 在、1,171,312名、2021年が1,170,211名なので
1,101名増員です。
特にアメリカの会員数激減が目立ち、
イギリスや
日本も減少傾向ですが、
アジアは+26%で元気なのはインドや韓国、
そして台湾が増員に大きく貢献しています。
2020－21年度、1年間のロータリーへの入会者は121,000人、
退
会者は137,000人です。
その内、1年以内に退会した人は、
なんと
13,000人にのぼります。
また、
退会者の23%がクラブ環境を理由に
あげています。
クラブ環境が退会の理由とは、
何を想像されます
か？ 1にも2にも、
クラブが楽しくない、
活気が無いクラブ、
先輩ロー
タリアンと若いロータリアンが入り混じっていないクラブ、
時代の
変化に対応できていないクラブではないでしょうか？ロータリーの
成長には会員増強は欠かせませんが、
会員維持も重要だという数
値の現れだと考えます。

イマジン

長

竹川博之

ロータリー

では、
日本のロータリークラブ数と会員数の現状はどうなのか？
現在会員数は、84,000人程でクラブ数は21年当時で2,232クラブで
あります。2022年7月3日現在は、82,574名で、
クラブ数は2,214ク
ラブです。
確実に減少しています。
日本は、1997年には13万人超の
在籍数を誇っていましたが、1999年から急速に減少が始まって、
2010年に3ゾーン、2019年には2.5ゾーンになっているのが現状で
す。
主要国の女性会員比率ですが、
世界は25%、
日本は残念ながらま
だ1桁台です。
この数字にも会員増強の大きなチャンスあるかと思
います。
イマジンしてください。
続いて我が2500地区は、
会員数の地区別状況から非常に会員増
強・維持の部分で奮闘している地区になるという事をお伝え致しま
す。
全国で人口1万人当たりのロータリアン数の平均は7.03人で、
一
番低い数値の地区は2580地区沖縄の2.7人。
当地区は、2800地区
（山形地方）
の14.53人を逆転して全国平均
の倍にあたる15.04人の地区になっています。
当地区のお隣、
大都市
札幌を有する2510地区は、
平均数6.89人と全国平均よりも低い数
値になっているのが現実です。
2500地区の2040推計では、2015年に2,220人 程が2040年には
1,580人弱の640人減少とのデータもあります。2040年に、
我が2500
地区内のクラブが、
何クラブ存続しているのか？自身のクラブが何
人のクラブになっているのか？存続する為に、
今まで通りで良いの
か？等など、
今後は危機感を持って対応していく必要性があると私
は思っております。
それは我々日本のみならずアメリカ・イギリス他、RI自体が死活
問題と深刻に捉えていると考えられます。
その結果RIは
「柔軟性の
導入」
を行ったと皆様もお気付きになったかと思います。
この柔軟性をどのように捉えるか？今までのRI規定にとらわれ
ない、
我々のクラブ独自の発想でクラブ運営ができる!という前向き
な考えはできないでしょうか？例えば例会の頻度、
場所、
方法、
会員
種類に関する事を各クラブが柔軟に取り入れる事ができるのです。
クラブに対して規則に縛られない大幅な裁量権を与えられたので、
これを大いに前向きに活用すべきではないでしょうか？

ジェニファー・ジョーンズRI会長は、
「異なるユニークな新ク

髙橋 章文 会員

ラブ、
特に新しいクラブモデルを受け入れる事は、
ロータリーの

歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させて頂きま

成長に不可欠です。革新的クラブまたは活動分野に基づくクラ

してありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申

ブを少なくとも2つ設立する為に助力して頂きたいのです。
」と

し上げます。

仰いました。

石山 直貴 会員

久木ガバナーは
「ロータリーを成長させる為には、
奉仕とプロ

本日の担当例会、会員拡大も含めて皆さんよろしくお願い致

ジェクトのインパクトを高め、地域社会におけるロータリーの

します。

認知度と理解度を高める事です。そして何よりも重要になるの

成田 浩之 会員

が会員増強と維持です。会員基盤を成長させる事で更に多くを

新規入会させて頂きます。
宜しくお願い致します。

達成出来るようになります。
」
と述べられ、
地区活動方針で
「新ク
ラブ設立に向けた準備をしましょう」
と掲げておられます。
そこで今年度の会長様にお願いしたいのは、どうか様々な新
クラブ設立のイマジン
（想像）をお願い致します。また新クラブ

・出席表彰記念：ホームクラブ100%
佐藤 真康 会員
（18回目） 石神 美代 会員
（17回目）
山本 温仁 会員
（1回目）

設立のみならず様々な今後の活動をイマジンした事を是非、次
年度、次次年度に繋いでいく、3年後、5年度後、10年後のクラ
ブ行動計画を共有し、会員維持・会員増強をクラブ3役や担当委
員会だけが一生懸命取り組むのでは無く、クラブ会員全員を巻
き込み、全員で会員増強を行うクラブになって頂きたいと思い
ます。
そう言ったクラブこそが、
その地域のリーディングクラブ
になるはずです。
帯広RC様が是非、
地区のリーディングクラブになってもらえ
ることを願っています。
クラブの成長はロータリーの成長に繋がります。我々ロータ
リアンも共に成長していきませんか？もっともっとロータリー
を楽しんで頂ければと思います。

・出席表彰記念
合田 倫佳 会員
（19回目） 工藤 大輔 会員
（15回目）
五十嵐聖二 会員
（10回目） 竹川 博之 会員
（5回目）

■会務報告

櫻井 博一 幹事

①帯広北RC、8月26日
（金）
の例会は、
休会と致します。

長澤 秀行 会員
（5回目）

梶野宗一郎 会員
（1回目）

千葉 直樹 会員
（1回目）

板谷 圭佑 会員
（1回目）

帯広東RC、8月30日
（火）
の例会は、
休会と致します。
②帯広南RC、
家族野遊会開催のご案内
日 時 8月28日
（日）
午前10時
場 所 焼肉ガーデンまくべつ
※尚、8月29日
（月）
の繰上げ例会と致します。
■新会員紹介

会員増強委員会 石山 委員長

司法書士 髙橋・水城事務所 代表
たかはし

あきふみ

髙橋 章文 会員 （推薦者：竹川博之会員）

株式会社 大地 代表取締役社長
なりた

ひろゆき

■出席報告

成田 浩之 会員 （推薦者：石山直貴会員）

（出席委員会）

8月17日例会分
会員総数85名 （内免除会員3名）
出席者数47名 （内Zoom参加者7名）

本日の出席率57.3%

■次週プログラム予定
8月24日
（水）
「新会員卓話」

（プログラム委員会）

■委員会報告
・ニコニコ献金

（親睦活動委員会）

竹川 博之 会員
新入会員 髙橋 章文さんを入会させて頂きます。宜しくお願
い致します。

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。
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