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　2620地区公共イメージ向上委員会
委員長である静岡ＲＣ小林武治氏の
ＤＶＤプログラムより、その要旨を発表し
ます。
１．デジタル化の推進とマイロータリー
の登録
• ガバナー月信は安間年度を踏襲しデジタル配信を実現
する事ができた。この流れを荻原年度に引き継ぐ。
• マイロータリーの登録率が2019年11月末で2620地区
は58.35％になっている。荻原年度では、これを100％に

近い数字にする。
• 今回の新型コロナウイルス発生により、日本が「ＩＴ後進
国」である事が明らかになった。これを改善してタイムリ
ーな情報収集や活動の効率化をするためにＩＴ化が必
要である。
•ＩＴ化はロータリアンのみならず事務局にも推進する。
• それらの手始めがマイロータリーの登録となる。
２．ポリオプラスについて
このコロナ禍においての活動は、現時点では各クラブの
判断に任せる。日程は10月24日(土)がポリオデーになって
おり、その前後1週間で活動を実行する。その際は、マス
コミ等の広報活動をする。ポリオプラスはコロナ感染拡大
の抑止にも有用に機能する。ポリオ根絶担当チームは、ポ
リオが撲滅されていない国のコロナ感染防止にも協力し
ている。
３.「ロータリーの意義ある活動」を充実させ、周囲への
ＰＲを
ロータリーの活動を地域のみならず、より多くの人に知って
もらう。そのためには、先ずはロータリアン自らがその意義
の理解を深め、その良さを知ってもらうインフルエンサーに
なる。今年度は、セミナーは開催しないが、「なぜ、マイ
ロータリー登録？」「なぜ、ポリオプラス？」をより深く理解す
るための情報発信をホームページやＤＶＤで発信するの
で、各例会で情報共有をする。

　ロータリーの活動は単なる顔見知り
の集まりではなく、お互いを尊重し、助
け合うことの出来る者たちの集まりであ
り、その集まりを時代に即した組織とし、
繁栄し続けるために、増強計画に基づ
いて会員増強を進めてゆくことが大切なのだと思います。
その為の指針であり数値目標として、各グループにおいて
はガバナー補佐を中心に、純増3.5％を目標といたします。
以下は、ＲＩのＨＰより最新の会員現況から引用しています。
　会員基盤を成長させ強める方法の一つが、会員であ
ることの価値を高めることであります。ただし、入会後3年
の会員と入会後何十年の会員とではその価値が異なる
可能性があります。昨年度15万8千人以上の方の入会
が出来ていることから、入会への関心が強まっているとは
いえますが、ほぼ同数か、それを上回る人数の退会があ
り、その半数が入会後3年未満に退会しています。入会
前にはロータリーに好印象を抱いていたと答えた人は90
％以上であったにもかかわらず、入会後に一生会員であ
り続けるであろうと答えた人は44％にとどまっています。又、
家族、友人、同僚にロータリーを勧めるつもりがあると答え

た現会員は半数に過ぎません。これらの人が入会してか
ら退会するまでに一体何が起こっているのでしょうか？
　2019年7月から2020年3月までの地区内の入会・退会
の状況ですが、入会が149人、退会が140人でした。この
結果から会員増強を頑張ってやって成果を出したとして
も、同じくらいの同志が退会しているということなのです。
　なぜ退会するのか、元会員の30％が退会の理由とし
て、費用と時間の負担を上げています。昨年度のＲＩ会長
のマローニ氏は、ロータリアンの仕事は忙しい職業人には
重すぎる時間のコミットメントであると思われるべきではあ
りません。すなわち、ロータリーがもっとも必要とする人たち、
奉仕とリーダーシップを十数年に渡って発揮できる、潜在
性のある人たちに活躍への扉を閉ざしてしまうことになり
ます。退会の理由としてクラブの環境と期待に沿わなかっ
た事をあげる人がいます。期待して入会してみたが、いざ
入会すると、約束されていた体験が出来なかったと感じ
る新会員がいます。会員や地域社会のニーズに答えるた
めに柔軟な対応をする必要があります。クラブは会員の
期待や要望に合うように、運営方法や構造を変える柔軟
性を取り入れることができます。すべての人の要望に応え
られるクラブ作りは可能なのです。
　ロータリーとはクラブに入会するというだけでなく、「無
限の機会への招待」であるとホルガー・クナークＲＩ会長は
述べました。未来の為の変革として、会員数を増やすた
めに数字にこだわるのではなく、持続可能かつ有機的な
形で成長できる方法を考えるよう求め、現会員を維持し、
クラブに相応しい新会員を募ることをクラブが注力すべき
であると伝えています。
　会員増強維持のポイントは、各クラブが魅力あるものと
し、会員基盤向上のために、会員同士の親睦と交流をよ
り深め、その親睦の和をさらに拡げてゆく為に、新たな会
員を募ることが必要であります。
　以上が地区の会員増強委員長からのメッセージです。

１．ロータリー財団の外郭団体
正式名称「公益財団法人
ロータリー日本財団」

２．歴史　1917年アーチＣ.クランフＲＩ会長
の提案により基金の設置提案
1983年　財団法人となる
（意図） ロータリーは奉仕する団体 奉仕活動
には資金が必要

３．使命　ロータリアンが、寄付による基金を財源として、
世界の健康状態を改善し、教育の支援、貧困
の救済を通じて、世界理解、親善、平和を達成

できるようにする。
４．資金　使命達成のために資金必要　主な財源

①会員からの年次基金、恒久基金への寄付、
遺贈
②クレジットカードからの定額寄付（0.3％）

５．使途　6つの重点分野への使途を指定して寄付可能
ⅰ 平和と紛争予防　ⅱ 疾病予防と治療
ⅲ 水と衛生　ⅳ 母子の健康
ⅴ 教育・識字率向上
ⅵ 経済と地域社会への発展

６．財務　2019年度
（世界）収入　＄3億6051万6000
　（内寄付＄3億2190万1000）
　　　支出　＄3億3520万5000
　（内プログラム補助金＄2億8109万1000）
（日本）寄付総額　約13万件　19億6694万2898円
　（内個人寄付15億8049万442円）　　

※日本財団は、国際ロータリーの財団に15億
2900万円を寄付
※2018年の統計では、国際ロータリーの財団は
8667万7399ドルを上記6つの重点事業へ補助
金を授与している

• 米山記念奨学金とは、ロータリー会
員の奉仕活動として日本だけの奨学
事業であり、1952年に東京ロータリー
クラブ（古沢丈作会長）で事業構想
され、ロータリークラブの共同事業とし
て全国に広まりました。
• 米山記念奨学金の特徴は、日本全国のロータリークラ
ブの会員の寄付を財源としており、国内民間留学生奨
学団体としては最大の事業規模。
• 米山奨学金は、学士課程の3年生４年生 月額10万円、
修士-博士課程の1年生から3年生 月額14万円となって
おり、返済不要。
• クラブ米山委員会の役割は、①米山記念奨学会への
寄付増進を図ること、②米山奨学生と世話クラブを募
集すること、③奨学生・ＯＢの学友会　地区米山委員
によるＰＲ活動に努めること。
• 2620地区の個人平均の寄付実績は14,631円で、全国
16位であり、全国平均の15,828円より下回っており、今
年度は全国平均を上回るため、一人当たり16,000円を
目指して活動していきます。
• 奨学生は、「勉学への意欲、人物面・学業面が優秀、
将来日本との懸け橋になりうる人材」という観点で選考。

　皆さん、こんにちは。前回の例会で、皆さんから会長、会長と呼
ばれ、そうか今日から一年間この会長職を務めるのだなと考える
とプレッシャーに押しつぶされそうになりました。今日も大変緊張し
ています。少しでも早く緊張感が少なくなるよう努力したいと思い
ます。
　本日は、沼津北ロータリークラブのスポンサークラブであります
沼津ロータリークラブから、野際宏行会長、峯村祐紀子幹事が
お見えになっております。後ほどご挨拶を賜りたくお願い申し上げ
ます。
　さて、前回の例会でお配りいたしました会員名簿にも掲載をし
てありますが、委員会構成一覧表に新たな副委員長というポスト
を作らせていただきました。支店長・支社長クラスの会員が２～３
年で転勤してしまうという関係で、今までは委員長をお願いする
ことができませんでした。優秀で多くの知見をお持ちのそれ以外
の会員にも、色々な面でクラブにおいて活躍していただきたいと
いう思いで作りました。我々地元企業の持ち合わせていない専
門知識や、大企業のノウハウ・考え方など出していただき、国際
ロータリーから求められている多様性と、クラブの活性化を深め
るためにも活躍していただきたいと思います。ロータリーでは、頼ま
れたらＮＯと言わない慣習ということで大変申し訳ありませんが、
ご了解いただき、一年間委員長とともに各委員会を盛り上げて
いただきたいと思います。
　今日は、卓話として地区研修協議会の報告を各委員長にお
願いいたします。

会長　横山貞治

会長挨拶
第2914例会 2020.7.14

NO.2

委 員 長　大嶽 健太郎
副委員長　植松 恒裕　鈴木 勝一
委 　 員　杉山 栄一
本号担当　植松 恒裕

1．来週21日は祝日週休会です。 22日は事務局がお休み
をいただきます。
2.28日は前年度事業報告のクラブ協議会です。前年度
委員長様は報告をいただきますので、よろしくお願いし
ます。また28日例会終了後、理事会を開催します。
3.本日例会終了後、創立60周年・ＩＭ実行委員会を開催
します。
4.28日から例会の形式をコロナ前の形式に戻しますが、
今後は食事数を前週までに事前注文することになりま
した。よってご欠席の場合は、急な場合を除き、必ず木
曜日までに事務局にお知らせください。

7月 28日 クラブ協議会、理事会
8月 4日 通常例会
8月 11日 裁量特別休会
8月 18日 通常例会

　欠席者 藤井・板倉・影山・小林・宮村・森田・大塚・
佐々木・曽根原 以上9名

　他ＲＣへの出席者　小林・遠藤（7/8長泉）小林・
山下（7/10裾野）小林・佐々木（7/14新富士） 以上6名

会員数 計算に用いた
会　員　数

出席 出席率

59名 56名 47名 83.93％

　2020年～2021年度 米山梅吉記念
館委員会委員を仰せつかりました坂
倉です。地区研修・協議会 米山梅吉
記念館委員会 河口湖ＲＣ 外川委員
長のお話から抜粋して報告します。
　米山梅吉記念館は2620地区に存在します。この館の
設立の目的は、1920年、日本に初のロータリークラブであ
る東京ＲＣを創設し、初代会長に就任なさった米山梅吉
翁の文献や遺品等を保存し、生涯自らを省みず社会貢
献と奉仕活動に奔走した梅吉翁の遺徳を偲び、その遺
徳を顕彰し、それらの根源にあるロータリー精神を後世へ
伝承かつ普及を図ることにあります。
　地元ロータリアンの源とされる米山梅吉記念館ではあ
りますが、私たち2620地区だけの館ではなく、日本全国の
ロータリアンの聖地とすべく啓発していかなくてはならない
のではないでしょうか。そのために地区委員一同、来館者
を呼び、来館クラブに対し心を込めてお出迎えし、微力で
はありますが、館内の説明、墓所への案内等それぞれの
持ち味を生かした対応を行っています。昨年度、記念館
創立50周年を迎え、地区のガバナー、パストガバナー、エ
レクト、ノミニー、デジグネートのお力添えとご指導のもと、ま
た全国及び2620地区のロータリアンの皆さま方のご支援
ご協力により50周年記念式典を無事挙行できました。
　50周年記念式典の中で、様々な梅吉翁の人となりが
表現されました。講演会では林曼麗（リン ムーリ）氏が論
語の中の「己の欲せざる所は人に施すことなかれ。己立
たんと欲して人を立て、己達せんと欲して人を達す。」とい
う孔子の言葉について話されました。この言葉こそ、梅吉
翁が生涯身を挺して続けてこられた奉仕の精神、また生
き方と捉えても良いのではないでしょうか。国、民族、文化
を越えての精神の繋がりを大切に、一人ひとりの心を大
切に手をさしのべられた梅吉翁の精神を私たちロータリ
アンは受け継ぎ伝承していかなくてはならないと痛切に思
いました。大塚良重氏の一人語り、米山梅吉の足跡によ
る梅吉翁の生涯。語り尽せませんが、私たちロータリアン
は本当に素晴らしい先輩を持てたことを誇りに思います。
私たち地区委員は昨年度同様、館を訪れてくださる全国
のロータリークラブ、ロータリアンの皆さまへの対応や館の
サポートを続けていきます。またＤＶＤ「米山梅吉の跫音」
は地区内クラブで上演することができますので館にご一
報いただければと思います。私たち地区委員は委員会
が各々の部署で尽力し、50周年も地区委員が一丸となっ
て努力したことを報告したいと思います。このように梅吉
翁及びロータリーの資料が存在するこの館を、2620地区

だけに留めず、全国のロータリアンの聖地にすべく微力で
はありますが努力していきたいと思います。
　最後になりますが、どうか地区の皆様方も館を訪れ、地
区の先達の熱い心を学び、心に留め、益々のご協力をお
願い申し上げます。

以下実施事項、具体的内容及び実施予定時期を報告
します。
1）運営委員会　年4回　2020年7月、9月　2021年1月、
4月

2）来館案内　来館者要請により卓話、墓参案内、案内
マニュアル整備　通年

3）奉仕活動　記念館の各種行事の支援　庭木の手
入れ清掃奉仕活動　2020年4月、2021年4月

4）運営小委員会
A　記念祭の開催
1）秋季例祭　2020年9月19日（土）
2）春季例祭（命日祭）2021年4月24日（土）
　記念講演・アトラクション・案内状の送付
B　広報活動
記念館紹介のＤＶＤ作成、記念館情報を「ロータリー
の友」「ガバナー月信」に掲載、記念館ＨＰの装備、館
報を全国ＲＣへ発送作業　春季号（3月中旬）秋季
号（8月中旬）
C　来館者の誘致活動
ロータリアン・ＲＣ来館の推進、記念館周辺の名所・旧
跡及び観光案内のパンフレット作成
D　館・ホールの利用促進
移動例会・会議・研修の場として活用の推進
E　米山文庫の運営
米山文庫「子ども図書館」の円滑な運営、支援
F　展示品の整備
展示室の模様替え・展示品の入替え、米山梅吉・ロー
タリーに関する資料の蒐集及び整理
G　蔵書の整理
文献の集成・整備
H　図書等の販売コーナー設置
記念館関連の出版図書及び記念館バナー・米山
グッズの販売

5）事業資金の調達　全国ロータリー会員1人100円募
金運動の推進、地区内クラブ周年行事等の館への
寄附要請、賛助会員増員の推進

6）広報活動　地区大会等ブース出展
7）勉強会　来館者対応にての卓話等
合計予算は330万円とのことであります。
以上、ご報告します。


